
新・家庭用総合�
自動車保険の約款�
普通保険約款・特約条項�

この小冊子には、ご契約上の大切なことがらが記載されております
ので、ご一読のうえ保険証券とともに保管してご利用ください。ご
契約者と被保険者（保険の補償を受けられる方）が異なる場合は
内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。�

ごあいさつ�
　このたびは、弊社の損害保険をご契約いただき、�
誠にありがとうございました。心から厚く御礼申し上げます。�
　弊社はこれからもお客様の信頼を原点に、�
安心と安全の提供を通じて、豊かで快適な社会生活と経済の発展に
貢献すべく努めてまいります。�
　どうぞ今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、�
お願い申し上げます。�

自動車事故が起こったら！！�

1 まず警察へ事故の届け出を！�
人身事故はもちろんのこと、物損事故の場合にも警察へ事故の届け出
をしてください。人身事故の場合は人身扱いの届け出をしてください。�

2 「ただちに」東京海上日動へ事故の連絡を！�
事故の大小にかかわらず、事故内容を東京海上日動または契約
取扱い代理店･扱者に「ただちに」ご連絡ください。�

3 修理着工前に東京海上日動の承諾を！�
ご自分の車両を修理なさるときは、事前に必ず東京海上日動の
承諾を得てください。�

4 示談の前に東京海上日動の承諾を！�
示談なさるときは、事前に必ず東京海上日動の承諾を得てくだ
さい。�

以上の手続きがなされませんと、保険金のお支払いができなくなる場合があります。�

事故の円満・迅速な解決のためにも、被害者の方に対しては、お
見舞いなど誠意をもって対応していただくようお願いします。�お願い�

クルマ盗難が急増中！�
あなたの愛車を守るためぜひお守りください。�
・車から離れるときは、必ずエンジンキーを抜きドアロックをしましょう。�
・スペアーキー・カードキーは車内に置かないようにしましょう。�

弊社代理店（損害保険募集人）は弊社との委託契約に基づき、保険契
約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の
代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成
立したご契約につきましては、弊社と直接締結されたものとなります。�

契約取扱い代理店の役割�

全国約63,000店の代理店･扱者が親身になって相談にのります。�
夜間・休日も東京海上日動安心110番が事故受付サービスでサポート！�

親切な代理店･扱者ネットワークがあります。�

日本全国246カ所に、約8,000人の損害サービススタッフを配置し、迅
速な対応・的確なアドバイスでお客様の不安を解消！�

全国どこでも損害サービス拠点があります。�

東京海上日動は、年間約230万件もの自動車事故に対応。いざというと
き、しっかりしたノウハウがものをいいます。�

損害サービス対応の経験とノウハウが豊富です。�

（2006年3月現在）�

東京海上日動なら万一のとき「違い」を実感できます。�

詳細は、49ページをご覧ください。� 0120-119-110
携帯･自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。�

フリーダイヤル�
東京海上日動安心110番�

事故受付サービス�

次のような場合にはただちにご契約の代理店･扱者または弊社までご連絡くださ
い。ご連絡がないまま、万一事故が発生した場合、保険金をお支払いできないこと
がありますので、ご注意ください。（詳細は1ページおよび約款の該当箇所をお読
みいただきますようお願い申しあげます。）�
○保険金額、運転者年齢条件等の契約条件を変更するとき�
○ご契約のお車を入れ替えるとき�
○ご契約のお車を廃車・譲渡・返還・登録抹消するとき�
○ご住所を変更するとき�
○ご契約のお車の使用目的を変更するとき�
○ご契約のお車を主に使用される方を変更するとき�
○用途・車種、登録番号または車両番号を変更するとき�
○ご契約のお車を競技、曲技もしくは試験のために使用するとき�
○危険物を積載するとき�
○上記のほか、保険証券または保険申込書の記載内容に重要な変更を生じさせ
るような事実が発生し、かつ、危険が著しく増加するとき�

ご契約内容の変更について�

各種アシストおよびそのご連絡先については、この小冊子
の裏表紙および同封の「ドライバーズハンドブック」をご覧
ください。�
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この小冊子については，別途「拡大版」もご用意しております。 

ご希望の方は，契約取扱い代理店・扱者または弊社までお問い合わせ

ください。 

※１ 保険証券に記載の「入院時選べるアシスト特約」は，  人身傷害諸

費用補償特約のペットネームです。 

※２  日常生活賠償責任補償特約は，パーソナルセットプランの一特約

です。 
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 Ⅰ．トータルアシスト／トータルアシスト・ミニ 
（新・家庭用総合自動車保険）の約款構成について  

新・家庭用総合自動車保険の普通保険約款は以下のとおりの構成になっ
ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各条項（賠償責任条項，人身傷害補償条項，搭乗者傷害条項，車両条項，
車両付随損害条項）の構成は，以下のとおりとなっております。なお，
第６条以降は，各条項に固有の内容を記載しております。 
  

  相手方への賠償 ご自身の補償 お車の補償 

  

賠償責任 
条項 

(対人賠償・ 
対物賠償) 

人身傷
害補償 
条項 

搭乗者 
傷害 
条項 

車両 
条項 

車両付随 
損害条項 

第１条 

この条項の補償内容 
（保険金をお支払い
する場合について記
載しています。） 

Ｐ.３ Ｐ.４ Ｐ.５ Ｐ.７ 
Ｐ.７,８, 
   ９,９ 

第２条 

被保険者 
（保険の補償を受け
られる方について記
載しています。） 

Ｐ.３ Ｐ.４ Ｐ.５ Ｐ.７ 
Ｐ.７,８, 
   ９,10 

第３条 

用語の定義 
（規定している用語
について記載してい
ます。） 

Ｐ.３ Ｐ.４ Ｐ.６ Ｐ.７ Ｐ.９(注) 

第４条 

保険金をお支払いし
ない場合 
（保険金をお支払い
しない場合について
記載しています。） 

Ｐ.３ Ｐ.４ Ｐ.６ Ｐ.７ 

Ｐ.８,８, 
   ９,10 
(第３条に記載

しています。

(注)) 

第５条 

支払保険金の計算 
（お支払いする保険
金の額を記載してい
ます。） 

Ｐ.３ Ｐ.５ Ｐ.６ Ｐ.７ 

Ｐ.８,９, 
   ９,10 
(第４条に記載

しています。

(注)) 

 
(注)積載動産損害については，第３条に「用語の定義」，第４条に「保険

金をお支払いしない場合」，第５条に「支払保険金の計算」を記載し
ております。 

 

 Ⅱ．特にご注意いただきたいことがら  
 
１．証券内容のご確認 
 お届けいたしました保険証券の記載事項をご確認ください。万一，ご
不明の点がございましたら契約取扱い代理店・扱者または弊社までご連
絡ください。 
 
ご注意いただ
きたい項目 

概      容 約  款 

運転者年齢
条件につい
て 

年齢条件に該当しない下記の方が運転さ
れた場合には，原則として保険金をお支
払いできませんので，くれぐれもご注意
ください。 
①記名被保険者（保険証券の被保険者欄

に記載の方をいいます。），その配偶者
（内縁を含みます。）または同居の親族 

②上記①の方の業務（家事を除きます。）
に従事中の使用人 

家族運転者等の
年齢条件特約 

家族限定に
ついて 

運転者をご家族に限定してご契約の場
合，特定運転者（保険証券の限定運転者
欄に記載の方をいいます。以下同様とし
ます。）およびそのご家族以外の方が運転
中に事故を起こされた場合には，原則と
して保険金をお支払いできませんので，
くれぐれもご注意ください。ご家族の定
義は以下のとおりとなりますので，あわ
せてご確認ください。 
・特定運転者の配偶者（内縁を含みます。

以下同様とします。） 
・特定運転者またはその配偶者の同居の
親族 

・特定運転者またはその配偶者の別居の
未婚の子 

運転者家族限定
特約 

本人・配偶
者限定につ
いて 

運転者をご本人およびその配偶者（内縁
を含みます。以下同様とします。）に限定
してご契約の場合，特定運転者（保険証
券の限定運転者欄に記載の方をいいま
す。）およびその配偶者以外の方が運転中
に事故を起こされた場合には，原則とし
て保険金をお支払いできませんので，く
れぐれもご注意ください。 

運転者本人・配
偶者限定特約 

免責金額 対物賠償保険，車両保険または車両付随
損害保険には，免責金額（自己負担額）
が付されている契約もありますので，必
ず証券をご確認ください。 

賠償責任条項，
車両条項，車両
付随損害条項 

免責日額 車両付随損害保険の事故時レンタカー費
用については免責日額（１日あたりの自
己負担額）が付されている契約もありま
すので，必ず証券をご確認ください。 

車両付随損害条
項 Ⅰ．事故時
レンタカー費用
条項 

用途・車種 証券に記載されている「用途・車種」は，
自動車検査証記載の「用途」「種別」とは
異なり，弊社が別途定める用途・車種区
分によりますので，ご注意ください。 

普通保険約款 
＜別表Ⅰ＞ 

 

２．契約内容を変更される場合 
 以下のような契約内容の変更が生じる場合は，ただちに契約取扱い代
理店・扱者または弊社までご連絡ください。 
  
ご注意いただ
きたい項目 

概      容 約  款 

通知義務 保険期間の中途で，ご契約のお車を主に
使用される方を変更するとき，ご契約の
お車の使用目的を変更するとき，ご契約
のお車を競技，曲技または試験に使用し
たり危険物を積載するとき，保険申込書
記載事項に重要な変更が生じて危険が著
しく増加するとき（例：改造による車種
変更（ご契約のお車が特種用途自動車の
「キャンピング車」である場合には,特種
用途に係る装備（「就寝設備あるいは水
道・炊事設備」等）を取り外してお車を
使用される場合を含みます。））などの場
合は，ただちに契約取扱い代理店・扱者
または弊社にご通知願います。ご通知が
ないと，その事実が発生した時から，事
実がなくなるまでの間に生じた事故につ
いては，保険金をお支払いできないこと
がありますので，ご注意ください。 

一 般 条 項 第 ４
条，車両価額協
定保険特約第３
条 

お車の譲渡 保険期間の中途で，ご契約のお車を他人
に譲渡された場合でも，この保険契約上
の権利・義務は譲受人に移りません。保
険契約上の権利・義務を自動車の譲受人
に譲渡なさりたい場合は，ただちに契約
取扱い代理店・扱者または弊社へご通知
願います。ご通知がないとお車を譲渡さ
れた時以降に生じた事故については，保
険金をお支払いできませんので，ご注意
ください。 

一般条項第５条 

普
通
保
険
約
款 

新
・
家
庭
用
総
合
自
動
車
保
険 

傷害保険 

車両保険 

一般条項 

賠償責任保険 ①賠償責任条項(対人・対物) 

②人身傷害補償条項 

③搭乗者傷害条項 

④車両条項 

⑤車両付随損害条項 
 ・事故時レンタカー費用 ・積載動産損害 
 ・遠隔地事故諸費用 ・キャンセル費用補償
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お車の買替
（入替） 

保険期間の中途で，ご契約のお車と同一
の用途・車種（14ページ〈別表Ⅰ〉に掲
げる「被保険自動車の入替ができる用
途・車種」を含みます。）の自動車を，新
たに取得しお車の入替を行う場合や，ご
契約のお車の廃車・譲渡・返還にともな
い既に所有するお車と入替を行う場合
は，ただちに契約取扱い代理店・扱者ま
たは弊社にご通知願います。ご通知がな
いと，一般条項第６条第４項の場合を除
き，買替（入替）時から手続きをおとり
になるまでの間に生じた事故について
は，保険金をお支払いできないことがあ
りますので，ご注意ください。 

一般条項第６条 

解約 ご契約を解約される場合には，契約取扱
い代理店・扱者または弊社にお申し出く
ださい。解約の内容や時期によって，未
経過期間に対し弊社の定める計算方法に
基づき保険料をお返しいたします。 

一 般 条 項 第 10
条，第13条 

 

 Ⅲ．ご契約の保険料について  

 ご契約台数が９台以下の場合には，１等級から20等級までの等級区分
により保険料が割増引されるノンフリート等級別料率制度が採用されて
います。ご契約の翌年の保険料は，ご契約の年の等級および保険事故の
有無により異なってきます。 
 初めて自動車保険をご契約になる場合の等級は６等級になり，運転者
の年齢条件等に応じた保険料が適用されます。ご契約後１年間無事故で
契約を継続されますと１等級上がり，翌年度のご契約の等級は７等級と
なります（原則として前契約の満期日の翌日から起算して７日以内にご
契約を継続された場合に限ります。）。その後も引き続き無事故の場合に
は，その無事故年数に応じて等級が進行いたします。 
 また，ご契約後保険事故を起こされた場合は，次のご契約は，事故１
件につき，原則として等級が３等級下がります（注１）（注２）。 
 なお，ご本人所有（配偶者や同居の親族の所有を含みます。）の自家用
普通乗用車，自家用小型乗用車，自家用軽四輪乗用車，自家用普通貨物
車（ 大積載量0.5トン超２トン以下），自家用普通貨物車（ 大積載量
0.5トン以下），自家用小型貨物車，自家用軽四輪貨物車または特種用途
自動車（キャンピング車）に自動車保険をすでにご契約され，11等級以
上が適用されている個人の方が，新たに２台目以降のお車に自動車保険
をご契約される場合には，７等級を適用できることがあります（複数所
有新規特則）。くわしくは契約取扱い代理店・扱者または弊社におたずね
ください。 
（注１）ただし，下記の事故はお取り扱いが異なります。 

〔ノーカウント事故〕 
以下の事故は事故件数にカウントしません。 
搭乗者傷害，人身傷害，無保険車事故傷害の事故，ファミリー
バイク特約，弁護士費用等補償特約，法律相談費用補償特約，
入院時選べるアシスト特約，盗難に関する代車等費用補償特約，
パーソナルセットプランに係る事故。またはこれらの組み合わ
せの事故。 

〔等級すえおき事故〕 
以下①～③のいずれかに該当する事故は等級が下がらず，すえ
おきとなります。 
① 等級プロテクト特約により等級すえおきとなった事故。 
② 車両事故（車両付随損害条項および身の回り品補償特約に

係る事故を含みます。）のうち，火災・爆発・窓ガラス破損（※
１），盗難，騒じょう，労働争議，台風，たつ巻，こう水，高
潮，落書，いたずら(※２)，飛来中または落下中の他物との
衝突およびその他偶然な事故（※１）。 

③ 上記②と上記ノーカウント事故の組み合わせの事故。 
（※１）他物との衝突・接触，転覆，墜落によるものを除きま

す。 
（※２）ご契約のお車の運行によるものおよび他の自動車との

衝突または接触によるものを除きます。 
（注２）保険期間が１年を超える長期契約をご契約の場合は，同一保険

年度（初年度については保険期間の初日から１年間，次年度以
降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から１年間をい
います。）内に複数の保険事故を起こされた場合など，次のご契
約の等級が，１年間のご契約を継続された場合と異なる（低い
等級となる）場合がございますので，あらかじめご了承くださ
い。 

〔ノンフリート等級別料率制度 2006年12月現在〕 
 変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。 
 

 継続契約 

継
続
契
約
の
等
級 

１
等
級 

２
等
級 

３
等
級 

４
等
級 

５
等
級 

６
等
級 

７
等
級 

８
等
級 

９
等
級 

10
等
級 

11
等
級 

12
等
級 

13
等
級 

14
等
級 

15
等
級 

16
等
級 

17
等
級 

18
等
級 

19
等
級 

20
等
級(

注
３)

 

割
引
・
割
増
率 

割
増
60
％ 

割
増
30
％ 

割
増
20
％ 

０
％ 

割
引
10
％ 

割
引
10
％ 

割
引
20
％ 

割
引
30
％ 

割
引
40
％ 

割
引
40
％ 

割
引
45
％ 

割
引
50
％ 

割
引
50
％ 

割
引
55
％ 

割
引
55
％ 

割
引
58
％ 

割
引
58
％ 

割
引
60
％ 

割
引
60
％ 

割
引
60
％ 

 
（注３）一定の条件を満たせば，長期優良契約割引を適用します。 
 
 

新規契約（注４） 

 新規契約の等級 ６等級（注５） ７等級（注６） 

年齢を問わず補償 割増30％ 割増10％ 

21歳以上補償 割増10％ 割引10％ 

26歳以上補償 ０％ 割引30％ 

30歳以上補償 ０％ 割引30％ 

運
転
者
の
年
齢
条
件 35歳以上補償 ０％ 割引30％ 
 
（注４）「同居の子供年齢条件追加特約」を付帯した新規契約の場合は，

上記の割増引率と異なります。 
（注５）初めてご契約される場合 
（注６）複数所有新規特則の適用条件を満たす場合 
 
〔前契約の等級が１～５等級の場合のお取扱い〕 
 新たにご契約をされる場合において，下記のいずれかに該当するとき
は，新たなご契約の等級は，前契約の等級（保険事故が発生した場合は
事故１件につき前契約の等級から原則として「３」を引いた等級をいい
ます。）と同一になります。 
① 前契約の満期日または解約日の翌日から起算して８日以後13ヵ月

以内の日に保険期間が始まるご契約のとき。 
② 前契約のお車を廃車・譲渡・リース業者へ返還し，その代替（廃

車・譲渡・返還の事実が新たなお車の取得日より後になった場合を
含みます。）として新たにお車を取得されるとき。 

 
〔ご契約の中断制度のお取扱いについて〕 
 登録抹消，譲渡または車検切れで使用しないお車に自動車保険をご契
約いただくことはできませんので,ご契約のお車の状態をもう一度ご確
認ください。 
 なお,保険期間（ご契約期間）の中途でご契約のお車を廃車・譲渡・リ
ース業者へ返還した場合，車検が切れたため使用しなくなった場合，道
路運送車両法第16条の規定により一時抹消登録（軽自動車の場合は一時
使用中止による届出済証の返納）した場合等，ご契約のお車の廃車・譲
渡・返還にともない既に所有するお車と入替を行った場合には，一旦ご
契約を中断した上で，中断後の新たなご契約に,中断前のご契約に適用さ
れていた等級（無事故割引）と同等の等級（保険事故がある場合はその
件数に応じた等級）を適用することができる場合がございますので,契約
取扱い代理店・扱者または弊社にお申し出ください。（ご契約の中断日
（解約日または満期日）から13ヵ月以内に契約取扱い代理店・扱者また
は弊社にお申し出いただきませんと,このお取扱いが適用されませんの
で,ご注意ください。） 
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 Ⅳ．新・家庭用総合自動車保険普通保険約款  

第１章 賠償責任保険 
賠償責任条項 
第１条（この条項の補償内容） 
① 当会社は，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）の所有，使用ま
たは管理に起因して他人の生命または身体を害すること（以下「対人事故」といいます。）
により，次条に定める被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る対人
賠償損害に対して，この賠償責任条項および一般条項に従い，保険金を支払います。 

② 当会社は，被保険自動車の所有，使用または管理に起因して他人の財物を滅失，破損ま
たは汚損すること（以下「対物事故」といいます。）により，次条に定める被保険者が法律
上の損害賠償責任を負担することによって被る対物賠償損害に対して，この賠償責任条項
および一般条項に従い，保険金を支払います。 

③ 当会社は，１回の対人事故による第１項の損害の額が自賠責保険等によって支払われる
金額（被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は，自賠責保険等によ
って支払われる金額に相当する金額。以下同様とします。）を超過する場合に限り，その超
過額に対してのみ保険金を支払います。 

第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
① この賠償責任条項において，被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 

 保険証券記載の被保険者（被保険自動車を主に使用する者をいいます。以下「記名被
保険者」といいます。） 
 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者 
 記名被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。） 
 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 
 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 

 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし，自動車修
理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，陸送業，運転代行業等自動車を取り
扱うことを業としている者（これらの者の使用人，およびこれらの者が法人である場合
はその理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が業務とし
て受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。 
 記名被保険者の使用者（請負契約，委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名
被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下この号において，同様としま
す。）。ただし，記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に
限ります。 

② この賠償責任条項の規定は，それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし，こ
れによって，第５条（支払保険金の計算）第１項および同条第２項に定める当会社の支払
うべき保険金の限度額ならびに同条第３項第２号に定める臨時費用の額が増額されるもの
ではありません。 

第３条（用語の定義） 
この賠償責任条項において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 法律上の損害賠償責任 
 自動車損害賠償保障法，民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 
 自賠責保険等 
 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。 
 親族 
 ６親等内の血族，配偶者または３親等内の姻族をいいます。 
 損害賠償請求権者 
 当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいい，対人事故の直接の被害者，被
害者が死亡した場合の被害者の相続人，慰謝料請求権者，対物事故の被害財物の所有者
等をいいます。 

第４条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては，保険金
を支払いません。 

 保険契約者，記名被保険者またはこれらの者の法定代理人（保険契約者が法人である
場合は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意 
 記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし，それによってその被保険者が法律上の
損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。 
 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 台風，こう水または高潮 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 第３号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱
に基づいて生じた事故 

② 当会社は，被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は，その
特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては，保険
金を支払いません。 

③ 当会社は，対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害され
た場合には，それによって被保険者が被る損害に対しては，保険金を支払いません。 

 記名被保険者 
 被保険自動車を運転中の者またはその父母，配偶者もしくは子 
 被保険者の父母，配偶者または子 
 被保険者の業務（家事を除きます。以下同様とします。）に従事中の使用人 
 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし，被保険者が被保険自動車を
その使用者の業務に使用している場合に限ります。 

④ 前項第５号の規定にかかわらず，当会社は，被保険自動車の所有者および記名被保険者
が個人である場合は，記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用していると
きに，同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより，記
名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては，保険金
を支払います。 

⑤ 前項の所有者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その借
主 

 前２号以外の場合は，被保険自動車を所有する者 
⑥ 当会社は，対物事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有，使用または管理す
る財物が滅失，破損または汚損された場合には，それによって被保険者が被る損害に対し
ては，保険金を支払いません。 

 記名被保険者 
 被保険自動車を運転中の者またはその父母，配偶者もしくは子 
 被保険者またはその父母，配偶者もしくは子 

第５条（支払保険金の計算） 
① １回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は，次の算式によって算出される額と
します。ただし，生命または身体を害された者１名につき，それぞれ保険証券記載の対人
保険金額（以下「対人保険金額」といいます。）を限度とします。 

 
被保険者が損害賠償請求権者
に対して負担する法律上の損
害賠償責任の額 

＋ 
次条第１項第１
号から第３号ま
での費用 

－ 
自賠責保険等
によって支払
われる金額 

＝保険金 

 
② １回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は，次の算式によって算出される額と
します。ただし，保険証券記載の対物保険金額（以下「対物保険金額」といいます。）を限
度とします。 

 
被保険者が損
害賠償請求権
者に対して負
担する法律上
の損害賠償責
任の額 

＋ 

次条第１
項第１号
から第４
号までの
費用 

－ 

被保険者が損害賠償
請求権者に対して損
害賠償金を支払った
ことにより代位取得
するものがある場合
は，その価額 

－ 

保険証券に
免責金額の
記載がある
場合は，そ
の免責金額 

＝保険金 

 
③ 当会社は，前２項に定める保険金のほか，次の額の合計額を支払います。 

 次条第１項第５号および第６号の費用 
 次条第２項の臨時費用。ただし，１回の対人事故により生命または身体を害された者
１名につき，次の額とします。 
 次条第２項第１号に該当するときは，15万円 
 次条第２項第２号に該当するときは，３万円 

 第８条（当会社による解決）第１項の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書
面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金 

第６条（費 用） 
① 保険契約者または被保険者が支出した次の費用（収入の喪失を含みません。）は，これを
損害の一部とみなします。 

 一般条項第14条（事故発生時の義務）第１号に規定する損害の防止または軽減のため
に必要または有益であった費用 
 一般条項第14条第６号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要
した費用 
 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において，損害の防止または軽
減のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のない
ことが判明したときは，その手段を講じたことによって要した費用のうち，応急手当，
護送，診療，治療，看護その他緊急措置のために要した費用，およびあらかじめ当会社
の書面による同意を得て支出した費用 
 偶然な事故によって被保険自動車に積載していた動産（法令で積載が禁止されている
動産または法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。）が落下したこ
とに起因して，落下物を取り片づけるために被保険者が負担した費用のうち，あらかじ
め当会社の同意を得て支出した取り片づけ費用 
 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が
当会社の同意を得て支出した費用，および第８条（当会社による解決）第３項の規定に
より被保険者が当会社に協力するために要した費用 
 損害賠償に関する争訟について，被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した
訴訟費用，弁護士報酬，仲裁，和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全
もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 

② 被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって，生命または
身体を害された者が次の各号のいずれかに該当するときは，前項の費用のほか，被保険者
が臨時に必要とする費用（「臨時費用」といいます。）は，これを損害の一部とみなします。 

 対人事故の直接の結果として死亡したとき。 
 対人事故の直接の結果として病院または診療所に３日以上入院したとき。 

第７条（当会社による援助） 
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には，当会

社は，被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため，当会社が被保険
者に対して支払責任を負う限度において，被保険者の行う折衝，示談または調停もしくは
訴訟の手続について協力または援助を行います。 

第８条（当会社による解決） 
① 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合もしくは対物事故にかかわ
る損害賠償の請求を受け，かつ，被保険者が当会社の解決条件に同意している場合，また
は当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場
合には，当会社は，当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において，当会社の費
用により，被保険者の同意を得て，被保険者のために，折衝，示談または調停もしくは訴
訟の手続（弁護士の選任を含みます。以下この条において，同様とします。）を行います。 

② 前項の折衝，示談または調停もしくは訴訟の手続には，被保険自動車に生じた損害の被
保険自動車の所有者および被保険者から相手方への請求に関するものは含みません。 

③ 第１項の場合には，被保険者は当会社の求めに応じ，その遂行について当会社に協力し
なければなりません。 

④ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合は，第１項の規定は適用しません。 
 対人賠償に関して，被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償
責任の額が，対人保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明ら
かに超える場合 
 対物賠償に関して，１回の対物事故につき，被保険者が負担する法律上の損害賠償責
任の総額が対物保険金額を明らかに超える場合 
 損害賠償請求権者が，当会社と直接，折衝することに同意しない場合 
 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合 
 対人賠償に関して，被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合 
 対物賠償に関して，保険証券に免責金額の記載がある場合は，１回の対物事故につき，
被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場
合 

第９条（損害賠償請求権者の直接請求権） 
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① 対人事故または対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した
場合は，損害賠償請求権者は，当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において，
当会社に対して第３項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合に，損害賠償請求権者に対して次項に定
める損害賠償額を支払います。ただし，対人事故により生命または身体を害された者１名
または１回の対物事故につき，当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者
に対してそれぞれ支払うべき対人賠償または対物賠償の保険金の額（同一事故につきすで
に支払った保険金または損害賠償額がある場合は，その全額を差し引いた額）を限度とし
ます。 

 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について，
被保険者と損害賠償請求権者との間で，判決が確定した場合または裁判上の和解もしく
は調停が成立した場合 
 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について，
被保険者と損害賠償請求権者との間で，書面による合意が成立した場合 
 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に
対して書面で承諾した場合 
 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について，次のいずれかに該当
する事由があった場合 
 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 
 被保険者が死亡し，かつ，その法定相続人がいないこと。 

 対人事故の場合，次項に定める損害賠償額が対人保険金額（同一事故につきすでに当
会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は，その全額を差し引いた額）を超
えることが明らかになったとき。 

③ 前条およびこの条の損害賠償額とは，次の算式により算出された額をいいます。 
 対人事故の場合 

 
被保険者が損害賠償請
求権者に対して負担す
る法律上の損害賠償責
任の額 

－ 

自賠責保険
等によって
支払われる
金額 

－ 

被保険者が損害賠償請
求権者に対してすでに
支払った損害賠償金の
額 

＝損害賠償額 

 
 対物事故の場合 

 
被保険者が損害賠償請
求権者に対して負担す
る法律上の損害賠償責
任の額 

－ 

被保険者が損害賠
償請求権者に対し
てすでに支払った
損害賠償金の額 

－ 

保険証券に免責
金額の記載があ
る場合は，その
免責金額 

＝損害賠償額 

 
④ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は，当
会社は，損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。 

⑤ 対人事故により，第２項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額
の支払を行った場合は，その金額の限度において当会社が被保険者に，その被保険者の被
る損害に対して，保険金を支払ったものとみなします。 

⑥ 対物事故により第２項または第８項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して
損害賠償額の支払を行った場合は，その金額の限度において当会社が被保険者に，その被
保険者の被る損害に対して，保険金を支払ったものとみなします。 

⑦ １回の対物事故につき，被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額（同一事故に
つきすでに当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は，その全額を含みま
す。）が対物保険金額を超えると認められる時以後，損害賠償請求権者は第１項の規定によ
る請求権を行使することはできず，また当会社は第２項の規定にかかわらず損害賠償額を
支払いません。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，この限りではありません。 

 第２項第４号に規定する事実があった場合 
 損害賠償請求権者が被保険者に対して，対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場
合において，いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認
められる場合 
 当会社への損害賠償額の請求について，すべての損害賠償請求権者と被保険者との間
で，書面による合意が成立した場合 

⑧ 前項第２号または第３号に該当する場合は，第２項の規定にかかわらず，当会社は，損
害賠償請求権者に対して，損害賠償額を支払います。ただし，１回の対物事故につき当会
社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額（同
一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は，その全額を差し引い
た額）を限度とします。 

第10条（仮払金および供託金の貸付け等） 
① 第７条（当会社による援助）または第８条（当会社による解決）第１項の規定により当
会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には，当会社は，次の金額の範囲内
で，仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け，また，仮差押えを免れる
ための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供
託し，または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 

 対人事故については，生命または身体を害された者１名につき，それぞれ対人保険金
額（同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合
は，その全額を差し引いた額） 
 対物事故については，１回の事故につき，対物保険金額（同一事故につきすでに当会
社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は，その全額を差し引いた額） 

② 前項により当会社が供託金を貸し付ける場合には，被保険者は，当会社のために供託金
（利息を含みます。以下この条において，同様とします。）の取戻請求権の上に質権を設定
するものとします。 

③ 第１項の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては，第５条（支
払保険金の計算）第１項ただし書，同条第２項ただし書，前条第２項ただし書および同条
第８項ただし書の規定は，その貸付金または供託金をすでに支払った保険金とみなして適
用します。 

④ 第１項の供託金が第三者に還付された場合には，その還付された供託金の限度で，同項
の当会社の名による供託金または貸付金（利息を含みます。）が保険金として支払われたも
のとみなします。 

⑤ 一般条項第20条（保険金の請求）の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合
は，第１項の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。 

第２章 傷害保険 
第１節 人身傷害補償条項 
第１条（この条項の補償内容） 
① 当会社は，日本国内において，次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事
故により，次条に定める被保険者が身体に傷害（ガス中毒を含みます。以下同様とします。）

を被ること（以下「人身傷害事故」といいます。）によって被保険者またはその父母，配偶
者（内縁を含みます。以下同様とします。）もしくは子が被る損害（この損害の額は第６条
に定める損害の額をいいます。以下同様とします。）に対して，この人身傷害補償条項およ
び一般条項に従い，保険金を支払います。 

 自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様とします。）の運行に起因する事故 
 自動車の運行中の，飛来中もしくは落下中の他物との衝突，火災，爆発，または自動
車の落下 

② 前項の傷害には，日射，熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴え
ている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 

第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
① この人身傷害補償条項において被保険者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいい
ます。 

 保険証券記載の被保険者（保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）
を主に使用する者をいいます。以下「記名被保険者」といいます。） 
 記名被保険者の配偶者 
 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 
 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 
 前各号以外の者で，被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁
等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下この項において，同
様とします。）に搭乗中の者 
 前各号以外の者で，第１号から第４号までに規定する者が自ら運転者として運転中（駐
車中または停車中を除きます。）の被保険自動車以外の自動車（自動車検査証に事業用と
記載されている自動車を除きます。）の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗
中の者。ただし，第１号から第４号までに規定する者の使用者の業務（家事を除きます。
以下同様とします。）のために運転中の，その使用者の所有する自動車（所有権留保条項
付売買契約により購入した自動車，および１年以上を期間とする貸借契約により借り入
れた自動車を含みます。）に搭乗中の者を除きます。 

② 前項の規定にかかわらず，極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者
に含みません。 

③ 第１項の規定にかかわらず，自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，
陸送業，運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，お
よびこれらの者が法人である場合はその理事，取締役または法人の業務を執行するその他
の機関を含みます。）が自動車を業務として受託している場合は，これらの者は被保険者に
含みません。 

④ この人身傷害補償条項の規定は，それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。 
第３条（用語の定義） 

この人身傷害補償条項において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 正規の乗車装置 
 乗車人員が動揺，衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる
構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。 
 賠償義務者 
 自動車の所有，使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することに
より，被保険者またはその父母，配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠
償責任を負担する者をいいます。 
 自賠責保険等 
 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。 
 対人賠償保険等 
 自動車の所有，使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより，
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を
支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 
 保険金請求権者 
 人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 
 被保険者（被保険者が死亡した場合は，その法定相続人とします。） 
 被保険者の父母，配偶者または子 

 労働者災害補償制度 
 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災
害を補償する他の災害補償制度をいいます。 
 労働者災害補償保険法 
 国家公務員災害補償法 
 裁判官の災害補償に関する法律 
 地方公務員災害補償法 
 公立学校の学校医，学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 

第４条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては，保険金
を支払いません。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生
じた事故 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害に対しては，保険金を支払いません。 
 被保険者の故意または極めて重大な過失（事故の直接の原因となりうる過失であって，
通常の不注意等では説明のできない行為（不作為を含みます。）をともなうものをいいま
す。以下この条において，同様とします。）によって生じた損害 
 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合，麻薬，
大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある
状態で自動車を運転している場合，または道路交通法第65条第１項に定める酒気帯び運
転で自動車を運転している場合に生じた損害 
 被保険者が，自動車の使用について，正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車
に搭乗中に生じた損害。ただし，当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって，被
保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており，かつ，被保険者がその者を正当
な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。 
 被保険者の闘争行為，自殺行為または犯罪行為によって生じた損害 

③ 損害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失によって生じた場合は，
当会社は，その者の受け取るべき金額については，保険金を支払いません。 
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④ 当会社は，平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症
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等）による損害に対しては，保険金を支払いません。 

⑤ 当会社は，被保険者が，被保険者の使用者の業務のために，被保険自動車以外のその使
用者の所有する自動車（所有権留保条項付売買契約により購入した自動車，および１年以
上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。）を運転している場合に生じ
た損害に対しては，保険金を支払いません。 

⑥ 当会社は，被保険者が，被保険自動車以外の自動車であって，記名被保険者，その配偶
者，または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族もしくは別居の未婚の子が所有
する自動車（所有権留保条項付売買契約により購入した自動車，および１年以上を期間と
する貸借契約により借り入れた自動車を含みます。），またはこれらの者が主として使用す
る自動車に搭乗中に生じた損害に対しては，保険金を支払いません。 

⑦ 当会社は，被保険自動車以外の自動車のうち，被保険者が二輪自動車または原動機付自
転車に搭乗中に生じた損害に対しては，保険金を支払いません。 

⑧ 当会社は，被保険者が被保険自動車以外の自動車に競技，曲技（競技または曲技のため
の練習を含みます。）もしくは試験のために搭乗中，または，競技，曲技もしくは試験を行
うことを目的とする場所において搭乗中（救急，消防，事故処理，補修，清掃等のために
搭乗している場合を除きます。）に生じた損害に対しては，保険金を支払いません。 

第５条（支払保険金の計算） 
① １回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は，被保険者１名につき，次の算
式によって算出される額とします。ただし，１回の人身傷害事故につき当会社の支払う保
険金の額は，被保険者１名につき，保険証券記載の保険金額（以下この条において，「保険
金額」といいます。）を限度とします。 

 
次条第１項から第３項の規定
により，決定された損害の額 

＋ 
第７条（費用）
第１項の費用 

－ 
次の第１号から
第６号の合計額 

＝保険金 

 
 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって
すでに給付が決定しまたは支払われた金額 
 対人賠償保険等によって賠償義務者が第１条（この条項の補償内容）第１項の損害に
ついて法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してすでに給付が決
定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額 
 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額 
 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には，その給付される額（労働福
祉事業に基づく特別支給金を除きます。） 
 次条第１項の規定により決定される損害の額および第７条（費用）第１項の費用のう
ち，賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものが
ある場合は，その取得した額 
 前各号のほか，第１条（この条項の補償内容）第１項の損害を補償するために支払わ
れる保険金，共済金その他の給付で，保険金請求権者がすでに取得したものがある場合
は，その取得した給付の額またはその評価額（保険金額および保険金日額等が定額であ
る傷害保険の保険金を含みません。） 

② 前項の規定にかかわらず，保険金請求権者が，次条第４項の規定により，賠償義務者に
損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は，１回の人身傷害
事故につき当会社の支払う保険金の額は，次の算式によって算出される額とします。ただ
し，１回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は，被保険者１名につき，保険
金額を限度とします。 

 
次条第４項の規定により，保
険金請求権者が当会社の同意
を得て請求した額 

＋ 
第７条（費用）
第１項の費用 

－ 
次の第１号から
第３号の合計額 

＝保険金 

 
 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には，その給付される額（労働福
祉事業に基づく特別支給金を除きます。） 
 次条第１項の規定により決定される損害の額および第７条（費用）第１項の費用のう
ち，賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものが
ある場合は，その取得した額 
 前２号のほか，第１条（この条項の補償内容）第１項の損害を補償するために支払わ
れる保険金，共済金その他の給付で，保険金請求権者がすでに取得したものがある場合
は，その取得した給付の額またはその評価額（保険金額および保険金日額等が定額であ
る傷害保険の保険金を含みません。） 

③ 第１項ただし書および前項ただし書の規定にかかわらず，別表Ⅱの第１級，第２級また
は第３級３号もしくは４号に掲げる後遺障害が発生し，かつ，介護が必要と認められる場
合で保険金額が無制限以外のときは，１回の人身傷害事故につき，当会社の支払う保険金
の額は，被保険者１名ごとに保険金額の２倍の額を限度とします。 

④ 当会社は，第１項または第２項に定める保険金のほか，第７条（費用）第２項の臨時費
用を支払います。ただし，１回の人身傷害事故につき，被保険者１名ごとに次の額としま
す。 

 同条第２項第１号に該当するときは，15万円 
 同条第２項第２号に該当するときは，３万円 

第６条（損害額の決定） 
① 前条第１項の損害の額は，被保険者が人身傷害事故の直接の結果として，次の各号のい
ずれかに該当した場合に，その区分ごとに，それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害
額基準により算定された金額の合計額とします。ただし，賠償義務者がある場合において，
上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には，自賠責保険等によっ
て支払われる金額とします。 

 傷害 
 生活機能または業務能力の減少または滅失をきたし，医師の治療を要した場合 
 後遺障害 
 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した場合 
 死亡 
 死亡した場合 

② 同一事故により，２種以上の後遺障害が生じた場合には，当会社は，別表Ⅱにおいて重
い後遺障害の該当する等級により損害額を算定します。ただし，次の各号に該当する場合
は，各号に規定する等級に従い損害額を算定するものとします。 

 別表Ⅱの第５級以上に該当する身体障害が２種以上ある場合は，重い後遺障害に該当
する等級の３級上位の等級 
 前号以外の場合で，別表Ⅱの第１級から第８級までに掲げる後遺障害が２種以上ある
ときは，重い後遺障害に該当する等級の２級上位の等級 
 前２号以外の場合で，別表Ⅱの第１級から第13級までに掲げる後遺障害が２種以上あ
るときは，重い後遺障害に該当する等級の１級上位の等級 

③ すでに後遺障害のある被保険者が第１条（この条項の補償内容）の傷害を受けたことに
よって，同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は，別表Ⅱに掲げる加重後の後
遺障害に該当する等級に応じた損害額からすでにあった後遺障害に該当する等級に応じた
損害額を差し引いて損害額を算定します。 

④ 賠償義務者がある場合には，保険金請求権者は，第１項の規定にかかわらず，当会社の
同意を得て，同項の区分ごとに別紙に定める人身傷害補償条項損害額基準により算定され
た金額のうち，当該賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを，
当会社が保険金を支払うべき損害の額として請求することができます。 

⑤ 前項の場合には，一般条項第23条（代位）第１項の規定にかかわらず，当会社は，被保
険者が当該賠償義務者に対して有する権利については，これを取得しません。 

第７条（費 用） 
① 保険契約者または被保険者が支出した次の費用（収入の喪失を含みません。）は，これを
損害の一部とみなします。 

 一般条項第14条（事故発生時の義務）第１号に規定する損害の防止または軽減のため
に必要または有益であった費用 
 一般条項第14条第６号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当
会社の書面による同意を得て支出した費用 

② 被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは，前項の費用のほか，保険金請求権者
が臨時に必要とする費用（以下「臨時費用」といいます。）は，これを損害の一部とみなし
ます。 

 人身傷害事故の直接の結果として死亡したとき。 
 人身傷害事故の直接の結果として病院または診療所に３日以上入院したとき。 

第８条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等） 
① 被保険者が第１条（この条項の補償内容）の傷害を被ったときすでに存在していた身体
の障害もしくは疾病の影響により，または同条の傷害を被った後にその原因となった事故
と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は，当
会社は，その影響がなかったときに相当する額を損害額として決定しこれを支払います。 

② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り，または保険契約者もしくは保険金を受け取
るべき者が治療をさせなかったために第１条（この条項の補償内容）の傷害が重大となっ
た場合も，前項と同様の方法で支払います。 

第９条（保険金請求権者の義務等） 
① 被保険者またはその父母，配偶者もしくは子が第１条（この条項の補償内容）第１項の
損害を被った場合，賠償義務者があるときは，保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞
なく書面によって損害賠償の請求をし，かつ，次の事項を書面によって当会社に通知しな
ければなりません。 

 賠償義務者の住所，氏名または名称および被保険者との関係 
 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無および
その内容 
 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容 
 保険金請求権者が第１条第１項の損害に対して，賠償義務者，自賠責保険等もしくは
対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得
した損害賠償金または損害賠償額がある場合は，その額 
 人身傷害事故の原因となった，被保険自動車以外の自動車がある場合，その自動車の
所有者の住所，氏名または名称および被保険者との関係 

② 保険金請求権者は，当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合に
は，遅滞なく，これを提出し，また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければ
なりません。 

③ 保険契約者または被保険者は，人身傷害事故による傷害の治療を受けるに際しては，公
的制度の利用等により費用の軽減につとめなければなりません。 

④ 当会社は，保険金請求権者が，正当な理由がなくて第１項および第２項の義務を怠った
場合は，保険金を支払いません。 

⑤ 当会社は，賠償義務者または第１条（この条項の補償内容）第１項の損害を補償するた
めに保険金，共済金その他の給付を行う者がある場合，必要と認めたときは，これらの者
に対し，保険金，共済金その他の給付の有無および額について照会を行い，または当会社
の支払保険金について通知をすることがあります。 

第10条（保険金請求の手続） 
保険金の請求は，保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとし

ます。 
第11条（代 位） 

保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合については，一般条項
第23条（代位）第１項の規定を適用します。 

第12条（保険金の支払による請求権の移転） 
① 当会社が保険金を支払った損害について，保険金請求権者が，その補償にあてるべき保
険金，共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は，当該請求権は，保険金の支払時
に当会社に移転するものとします。 

② 保険金請求権者は，前項により移転した請求権を当会社が行使するにあたって，当会社
が必要とする書類の提出等を求めた場合には，これに協力しなければなりません。 

第13条（当会社の指定する医師による診断） 
① 当会社は，一般条項第17条（当会社の指定する医師による診断）によるほか，医師によ
る治療期間が１年を超える場合には，人身傷害事故の発生日の属する月の毎年の応当月に，
被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができます。 

② 前項の診断のために要した費用（収入の喪失を含みません。）は，当会社が負担します。 
③ 第１項の当会社の求めに対し，正当な理由がなくてこれに応じなかった場合には，当会
社は，当該応当月の翌月以降に発生した損害および費用に対しては，保険金を支払いませ
ん。 

第２節 搭乗者傷害条項 
第１条（この条項の補償内容） 
① 当会社は，次条に定める被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来
の事故により身体に傷害（ガス中毒を含みます。以下同様とします。）を被った場合は，こ
の搭乗者傷害条項および一般条項に従い，保険金（死亡保険金，座席ベルト装着者特別保
険金，後遺障害保険金，重度後遺障害特別保険金，重度後遺障害介護費用保険金および医
療保険金をいいます。以下同様とします。）を支払います。 

 保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）の運行に起因する事故 
 被保険自動車の運行中の，飛来中もしくは落下中の他物との衝突，火災，爆発または
被保険自動車の落下 

② 前項の傷害には，日射，熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴え
ている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害を含みません。 

第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
① この搭乗者傷害条項において被保険者とは，被保険自動車の正規の乗車装置または当該
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装置のある室内（隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。）に搭
乗中の者をいいます。 

② 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。 
 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者 
 業務として被保険自動車を受託している自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，
自動車販売業，陸送業，運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これら
の者の使用人，およびこれらの者が法人である場合はその理事，取締役または法人の業
務を執行するその他の機関を含みます。） 

第３条（用語の定義） 
この搭乗者傷害条項において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 正規の乗車装置 
 乗車人員が動揺，衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる
構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。 
 座席ベルト 
 被保険自動車に備えられている座席ベルトをいい，被保険自動車に備えられた「道路
運送車両の保安基準」第22条の５に定める年少者用補助乗車装置を含みます。 
 道路 
 道路交通法第２条第１項第１号に定める道路をいいます。 
 後遺障害 
 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって，次の
または に該当するものをいいます。 
 別表Ⅱに掲げる後遺障害 
 別表Ⅱに掲げる後遺障害に該当しない状態であっても，当会社が，身体の障害の程
度に応じて，同表の後遺障害に相当すると認めたもの 

第４条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては，保険金を支払いません。 

 被保険者の故意によって，その本人について生じた傷害 
 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合，
麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれ
がある状態で被保険自動車を運転している場合，または道路交通法第65条第１項に定め
る酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に，その本人に生じた傷害 
 被保険者が，被保険自動車の使用について，正当な権利を有する者の承諾を得ないで
被保険自動車に搭乗中に生じた傷害 
 被保険者の闘争行為，自殺行為または犯罪行為によって，その本人について生じた傷
害 

② 傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は，当会社は，その者の受け
取るべき金額については，保険金を支払いません。 

③ 当会社は，平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症
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等）に対しては，保険金を支払いません。 

④ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては，保険金
を支払いません。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生
じた事故 

第５条（支払保険金の計算） 
① 当会社は，被保険者が第１条（この条項の補償内容）の傷害を被り，その直接の結果と
して，下表に掲げる支払事由に該当する場合に，下表のとおり保険金を支払います。ただ
し，医療保険金については，医療保険金を治療日数に応じて支払う旨保険証券に記載され
ている場合（以下この支払方式を「医療保険金（日数払）」といいます。）には下表の支払
事由における日数払の区分に従うものとし，医療保険金を部位および症状に応じて支払う
旨保険証券に記載されている場合（以下この支払方式を「医療保険金（部位・症状別払）」
といいます。）には下表の支払事由における部位・症状別払の区分に従うものとし，このい
ずれかの区分により医療保険金を支払います。 

 

名称 支払事由 保険金 
保険金 
受取人 

 死亡保
険金 

事故の発生の日からその日
を含めて180日以内に死亡
した場合 

１名ごとの保険証券記載の保険
金額（以下「保険金額」といい
ます。）の全額 

被保険者
の法定相
続人 

 座席ベ
ルト装着
者特別保
険金 

座席ベルトを装着した状態
における道路上の事故によ
り， の保険金が支払われ
る場合 

保険金額の30％に相当する額。
ただし，300万円を限度としま
す。 

被保険者
の法定相
続人 

 後遺障
害保険金 

事故の発生の日からその日
を含めて180日以内に後遺
障害が生じた場合 

保険金額に別表Ⅱの各等級の後
遺障害に対する保険金支払割合
を乗じた額 

被保険者 

 重度後
遺障害特
別保険金 

事故の発生の日からその日
を含めて180日以内に別表
Ⅱの１に掲げる後遺障害，
別表Ⅱの２の第１級もしく
は第２級に掲げる保険金支
払割合を保険金額に乗じた
額が支払われるべき後遺障
害または別表Ⅱの２の第３
級３号もしくは４号に掲げ
る後遺障害が生じ，かつ，
介護を必要とすると認めら
れる場合 

保険金額の10％に相当する額。
ただし，100万円を限度としま
す。 

被保険者 

 重度後
遺障害介 

の保険金が支払われる場
合 

保険金額に別表Ⅱの１または別
表Ⅱの２の各等級の後遺障害に 

被保険者 

護費用保
険金 

 対する保険金支払割合を乗じた
額の50％に相当する額。ただし，
500万円を限度とします。 

 

 医療保
険金 

「日数払」 
生活機能または業務能力の
滅失または減少をきたし，
かつ，医師の治療を要した
場合 

平常の生活または平常の業務に
従事することができる程度にな
おった日までの治療日数に対
し，次の および の額 
 病院または診療所に入院し
た治療日数に対しては，その
入院日数１日につき保険証券
記載の入院保険金日額 
 病院または診療所に入院し
ない治療日数（病院または診
療所に通院して医師の治療を
受けた日数をいい，医師によ
る往診日数を含みます。）に対
しては，その治療日数１日に
つき保険証券記載の通院保険
金日額 

被保険者 

 「部位・症状別払」 
医師の治療を要した場合 

傷害を被った部位およびその症
状等に応じ別表Ⅲに定める額 

被保険者 

 
② 前項の被保険者の法定相続人が２名以上である場合は，当会社は，法定相続分の割合に
より死亡保険金および座席ベルト装着者特別保険金を被保険者の法定相続人に支払います。 

③ 同一事故により，２種以上の後遺障害が生じた場合には，当会社は，保険金額に次の保
険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。 

 別表Ⅱの第１級から第５級までに掲げる後遺障害が２種以上ある場合は，重い後遺障
害に該当する等級の３級上位の等級に対する保険金支払割合 
 前号以外の場合で，別表Ⅱの第１級から第８級までに掲げる後遺障害が２種以上ある
ときは，重い後遺障害に該当する等級の２級上位の等級に対する保険金支払割合 
 前２号以外の場合で，別表Ⅱの第１級から第13級までに掲げる後遺障害が２種以上あ
るときは，重い後遺障害に該当する等級の１級上位の等級に対する保険金支払割合。た
だし，それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割
合に達しない場合は，その合計の割合を保険金支払割合とします。 
 前３号以外の場合は，重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合 

④ すでに後遺障害のある被保険者が第１条（この条項の補償内容）の傷害を受けたことに
よって，同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は，保険金額に，別表Ⅱに掲げ
る加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合からすでにあった後遺障害に
該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を後遺障害保険金とし
て支払います。 

⑤ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態に
ある場合は，この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度および
介護の要否を決定して後遺障害保険金，重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護
費用保険金を支払います。 

⑥ 医療保険金において治療日数には，「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によって，
同条第４項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後，当該身体への
処置がされた場合であって，当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定
に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置（医療給付関係各法の適用がない
場合は，医療給付関係各法の適用があれば医療の給付としてされたものとみなされる処置
を含みます。）であるときには，当該処置日数を含みます。 

⑦ 医療保険金において，被保険者が通院しない場合であっても，骨折の傷害を被った部位
を固定するために医師の治療により次の各号に該当するギプスを常時装着したときは，そ
の日数を治療日数に含めます。 

 長管骨（上腕骨，橈骨，尺骨，大腿骨，脛骨および腓骨をいいます。以下この項にお
いて，同様とします。）骨折および脊柱の骨折によるギプス 
 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス 

⑧ 医療保険金（日数払）の支払は，いかなる場合においても，事故の発生の日からその日
を含めて180日をもって限度とします。 

⑨ 被保険者が医療保険金（日数払）の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金（日数
払）の支払を受けられる傷害を被った場合においても，当会社は，重複して医療保険金を
支払いません。 

⑩ 医療保険金（部位・症状別払）において，別表Ⅲの各症状に該当しない傷害であっても，
各症状に相当すると認められるものについては，身体の傷害の程度に応じ，それぞれの相
当する症状に該当したものとみなします。 

⑪ 医療保険金（部位・症状別払）において，同一事故により被った傷害の部位および症状
が，別表Ⅲの複数の項目に該当する場合，当会社はそれぞれの項目により支払うべき保険
金のうち，もっとも高い額を医療保険金として支払います。 

第６条（支払保険金の競合） 
当会社は，死亡保険金を支払う場合において，１回の事故につき，同一被保険者に対し

すでに支払った後遺障害保険金があるときは，保険金額からすでに支払った後遺障害保険
金の額を差し引いて，その残額を支払います。 

第７条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等） 
① 被保険者が第１条（この条項の補償内容）の傷害を被ったときすでに存在していた身体
の障害もしくは疾病の影響により，または同条の傷害を被った後にその原因となった事故
と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は，当
会社は，その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。 

② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り，または保険契約者もしくは保険金を受け取
るべき者が治療をさせなかったために第１条（この条項の補償内容）の傷害が重大となっ
た場合も，前項と同様の方法で支払います。 

第８条（当会社の責任限度額等） 
① １回の事故につき，被保険者１名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害
保険金の額は，前３条の規定による額とし，かつ，保険金額を限度とします。 

② 当会社は，前項に定める死亡保険金および後遺障害保険金と第５条（支払保険金の計算）
および前条の規定による座席ベルト装着者特別保険金，重度後遺障害特別保険金および重
度後遺障害介護費用保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても，座席ベルト装着
者特別保険金，重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。 

③ 当会社は，前２項に定める保険金のほか，１回の事故につき，被保険者１名に対し第５
条（支払保険金の計算）および前条の規定による医療保険金を支払います。 

第９条（代 位） 
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当会社が保険金を支払った場合であっても，被保険者またはその法定相続人がその傷害
について第三者に対して有する損害賠償請求権は，当会社に移転しません。 

第３章 車両保険 
第１節 車両条項 
第１条（この条項の補償内容） 
① 当会社は，衝突，接触，墜落，転覆，物の飛来，物の落下，火災，爆発，台風，こう水，
高潮その他偶然な事故によって保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）
に生じた損害および被保険自動車の盗難による損害（以下これらの損害を総称して，「損
害」といいます。）に対して，この車両条項および一般条項に従い，次条に定める被保険者
に保険金（損害保険金および費用をいいます。以下同様とします。）を支払います。 

② 前項の被保険自動車には，付属品を含みます。 
第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 

この車両条項において，被保険者とは被保険自動車の所有者をいいます。 
第３条（用語の定義） 

この車両条項において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 付属品 
 被保険自動車に定着（ボルト，ナット，ねじ等で固定されており，工具等を使用しな
ければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。）または装備（自動車
の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い
被保険自動車に備えつけられている状態をいいます。以下この条において，同様としま
す。）されている物，および車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に固定
されている自動車用電子式航法装置，有料道路自動料金収受システムの用に供する車載
器その他これらに準ずる物をいいます。ただし，次に規定する物を除きます。 
 燃料，ボデーカバーおよび洗車用品 
 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 
 通常装飾品とみなされる物 

 保険価額 
 被保険自動車に損害が生じた地および時における，被保険自動車と同一車種，同年式
で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 
 修理費 
 損害が生じた地および時において，被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するた
めに必要な修理費をいいます。この場合，被保険自動車の復旧に際して，当会社が，部
分品の補修が可能であり，かつ，その部分品の交換による修理費が補修による修理費を
超えると認めたときは，その部分品の修理費は補修による修理費とします。 
 保険金額 
 保険証券記載の保険金額をいいます。 
 回収金 
 第三者が負担すべき金額で，被保険者のためにすでに回収されたものをいいます。 

第４条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては，保険金
を支払いません。 

 次のいずれかに該当する者の故意 
 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場
合は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間と
する貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理
事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 上記 および に定める者の法定代理人 
 上記 および に定める者の業務に従事中の使用人 
 上記 および に定める者の父母，配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
または子。ただし，被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目
的であった場合に限ります。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 第２号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱
に基づいて生じた事故 
 差押え，収用，没収，破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし，消防また
は避難に必要な処置として行われた場合を除きます。 
 詐欺または横領 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害に対しては，保険金を支払いません。 
 被保険自動車に存在する欠陥，摩滅，腐しょく，さびその他自然の消耗 
 故障損害（偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損
害をいいます。） 
 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害 
 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし，被保険自
動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除き
ます。 
 タイヤ（チューブを含みます。）に生じた損害。ただし，被保険自動車の他の部分と同
時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。 
 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害 

③ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで
被保険自動車を運転している場合，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合，または
道路交通法第65条第１項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に生じ
た損害に対しては，保険金を支払いません。 

 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場合
は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間とす
る貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理事，
取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 前２号に定める者の法定代理人 
 第１号および第２号に定める者の業務に従事中の使用人 

 第１号および第２号に定める者の父母，配偶者または子 
第５条（支払保険金の計算） 
① １回の事故につき当会社の支払う損害保険金の額は，下表のとおりとします。なお，下
表の免責金額については，当会社が保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めるこ
ととします。 

 
損害保険金 

被保険自動車の損害の
状態 保険金額が保険価額と同額ま

たは保険価額を超える場合 
保険金額が保険価額に達しな
い場合 

 修理費が保険価額
以上となる場合また
は被保険自動車の損
傷を修理できない場
合 

保険価額 保険金額 

 被保険自動車が盗
難され発見されなか
った場合 

保険価額 保険金額 

 上記 ， 以外 

次条に定める損害額（以下こ
の条において，「損害額」とい
います。）－保険証券記載の免
責金額 
ただし，保険価額を限度とし
ます。 

（損害額－保険証券記載の免
責金額）×（保険金額／保険
価額） 
ただし，保険金額を限度とし
ます。 

 
② 前項の損害保険金のほか，保険契約者または被保険者が次の費用（収入の喪失を含みま
せん。以下同様とします。）を支出した場合は，当会社は，各号の費用の合計額を被保険者
に支払います。 

 一般条項第14条（事故発生時の義務）第１号に規定する損害の防止または軽減のため
に必要または有益であった費用 
 一般条項第14条第６号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要
した費用 
 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができな
い場合に，これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所ま
で運搬するために要した費用，および，これらの場所まで運転するために必要な仮修理
の費用の合計額。ただし，１回の事故につき，10万円または保険金額の10％のいずれか
高い方を限度とします。 
 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用のうち，前号に定める
費用以外の費用。ただし，１回の事故につき，10万円または保険金額の10％のいずれか
高い方を限度とします。 
 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額 

③ 当会社は，前項の規定によって支払うべき費用と第１項の損害保険金の合計額が保険金
額を超える場合であっても，前項の費用を支払います。 

④ 損害額および第２項の費用のうち回収金がある場合において，回収金の額が被保険者の
自己負担額（損害額および第２項各号の費用のうち実際に発生した額の合計額から第１項
に定める損害保険金および第２項に定める費用の合計額を差し引いた額をいいます。）を超
過するときは，当会社は第１項の損害保険金と第２項の費用の合計額からその超過額を差
し引いて保険金を支払います。 

第６条（損害額の決定） 
当会社が保険金を支払うべき損害の額（以下「損害額」といいます。）は，次の各号の規

定による額とします。 
 被保険自動車の損害の状態が，前条第１項の表中の および に該当する場合（以下
「全損」といいます。）は，保険価額 
 被保険自動車の損害の状態が，前条第１項の表中の に該当する場合（「分損」といい
ます。）は，次の算式によって計算される額 

 

修理費 － 

修理に際し部分品を交換した
ために被保険自動車全体とし
て価額の増加を生じた場合
は，その増加額 

－ 

修理にともなって
生じた残存物があ
る場合は，その価
額 

＝損害額 

 
第７条（現物による支払） 

当会社は，被保険自動車の損害の全部または一部に対して，修理または代品の交付をも
って保険金の支払に代えることができます。 

第８条（被害物についての当会社の権利） 
① 当会社が全損として損害保険金を支払った場合には，被保険自動車について被保険者が
有するすべての権利を取得します。ただし，保険金額が保険価額に達しない場合には，当
会社は，保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。 

② 被保険自動車の一部が盗難にあった場合に，当会社がその損害に対して保険金を支払っ
たときは，当会社は，保険金の損害額に対する割合によって被保険者が盗難にあった物に
ついて有する権利を取得します。 

③ 前２項の場合において，当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支
払ったときは，被保険自動車について被保険者が有する権利は当会社に移転しません。 

第９条（盗難自動車の返還） 
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日か

ら起算して60日以内に被保険自動車が発見された場合は，被保険者は，すでに受け取った
保険金を当会社に払い戻して，その返還を受けることができます。この場合，発見される
までの間に被保険自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。 

第２節 車両付随損害条項 
Ⅰ．事故時レンタカー費用条項 
第１条（この条項の補償内容） 

当会社は，車両条項第１条（この条項の補償内容）第１項（補償範囲が限定される旨の
特約が適用されている場合は，その特約および車両条項第１条第１項）に定める損害（以
下「損害」といいます。）に対する修理等により，保険証券記載の自動車（以下「被保険自
動車」といいます。）が使用できなくなった場合（盗難により被保険自動車が使用できなく
なった場合を含みます。）は，被保険者がレンタカー（当会社が使用について承認するレン
タカーに限ります。以下同様とします。）を借り入れる費用（以下「レンタカー費用」とい
います。）に対して，この事故時レンタカー費用条項および一般条項に従い，レンタカー費
用保険金を支払います。 

第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
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① この事故時レンタカー費用条項において被保険者とは，被保険自動車の所有者をいいま
す。 

② 前項の所有者とは，次のいずれかに該当する者をいいます。 
 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その借
主 
 前２号以外の場合は，被保険自動車を所有する者 

第３条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって損害が生じた場合のレンタカー
費用に対しては，レンタカー費用保険金を支払いません。 

 次のいずれかに該当する者の故意 
 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場
合は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間と
する貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理
事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 上記 および に定める者の法定代理人 
 上記 および に定める者の業務に従事中の使用人 
 上記 および に定める者の父母，配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
または子。ただし，被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目
的であった場合に限ります。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 第２号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱
に基づいて生じた事故 
 差押え，収用，没収，破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし，消防また
は避難に必要な処置として行われた場合を除きます。 
 詐欺または横領 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害にともなうレンタカー費用に対しては，
レンタカー費用保険金を支払いません。 

 被保険自動車に存在する欠陥，摩滅，腐しょく，さびその他自然の消耗 
 故障損害（偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損
害をいいます。） 
 タイヤ（チューブを含みます。）に生じた損害。ただし，被保険自動車の他の部分と同
時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。 
 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害 

③ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで
被保険自動車を運転している場合，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合，または
道路交通法第65条第１項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に被保
険自動車に生じた損害にともない，被保険者がレンタカー費用を負担したことによって被
った損害に対しては，保険金を支払いません。 

 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場合
は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間とす
る貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理事，
取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 前２号に定める者の法定代理人 
 第１号および第２号に定める者の業務に従事中の使用人 
 第１号および第２号に定める者の父母，配偶者または子 

第４条（支払保険金の計算） 
① １回の事故につき当会社の支払うレンタカー費用保険金の額は，保険証券記載の保険金
日額（以下この条において，「保険金日額」といいます。）に被保険者がレンタカーを使用
した日数を乗じて得られた金額とします。ただし，被保険者が負担した１日あたりのレン
タカー費用実額から保険証券記載の免責日額（以下この項において，「免責日額」といいま
す。）を差し引いた金額が，保険金日額に満たないときは，そのレンタカー費用実額と免責
日額との差額を１日あたりの限度額とします。 

② 前項のレンタカーは事故の発生の日からその日を含めて30日以内に使用されたものに限
ります。 

③ 正当な理由があり，事故の発生の日の翌日以降に被保険自動車を修理工場等に搬入した
場合であって，保険契約者がその旨を当会社に書面により通知し，当会社が承認したとき
は，「事故の発生の日」とあるのを「修理工場等に搬入した日」と読み替えて，前項の規定
を適用します。 

④ 前２項の規定にかかわらず，当会社は，次の各号のいずれかに該当する日以後のレンタ
カーの使用に対しては，保険金を支払いません。 

 被保険者が被保険自動車を修理する場合は，修理完了後被保険自動車が被保険者の手
元に戻った日 
 被保険者が被保険自動車の代替として使用する自動車を新たに取得（所有権留保条項
付売買契約に基づく購入を含みます。）し，または１年以上を期間とする貸借契約により
借り入れた場合は，新たに取得しまたは借り入れた日 

⑤ 盗難に関する代車等費用補償特約（以下この項において，「盗難代車特約」といいます。）
により保険金が支払われる場合で，レンタカーを使用した日数と盗難代車特約による保険
金の支払の対象となる期間が重複するときは，その重複する期間（以下この項において，
「重複期間」といいます。）については，当会社は，次の の額から の額を差し引いた額
を保険金日額とみなして，前４項の規定を適用します。ただし， の額が の額と同額以
上となる場合は，当会社は，重複期間について，レンタカー費用保険金を支払いません。 

 保険金日額 
 盗難代車特約により支払われる１日あたりの保険金の額 

第５条（回収金の取扱い） 
当会社は，レンタカー費用のうち，第三者が負担すべき金額で，被保険者のためにすで

に回収されたもの（以下この条において，「回収金」といいます。）がある場合において，
回収金の額が被保険者の自己負担額（レンタカー費用から前条に定めるレンタカー費用保
険金の額を差し引いた額をいいます。）を超過するときは，当会社は前条に定めるレンタカ
ー費用保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。 

Ⅱ．遠隔地事故諸費用条項 
第１条（この条項の補償内容） 

当会社は，車両条項第１条（この条項の補償内容）第１項（補償範囲が限定される旨の
特約が適用されている場合は，その特約および車両条項第１条第１項）に定める損害（以
下「損害」といいます。）により，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいま
す。）が走行不能（自力で移動することができない状態，法令により走行が禁じられている
状態または盗難により被保険自動車が被保険者の管理下にない状態をいいます。以下同様
とします。）になったときには，被保険者が負担した次の各号の諸費用（以下「遠隔地事故
諸費用」といいます。）に対して，この遠隔地事故諸費用条項および一般条項に従い，遠隔
地事故諸費用保険金を支払います。 
 陸送等費用 
 走行不能となった被保険自動車を，修理工場もしくは当会社の指定する場所まで陸送
車等により運搬するために要した費用および被保険自動車の修理完了後，被保険自動車
を引き取るために必要な費用（盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要な費用
を含みません。） 
 宿泊費用 
 緊急宿泊を余儀なくされたために追加的に要した費用 
 帰宅等費用 
 損害発生の地から被保険者の居住地その他の場所（当会社の承認する場所に限りま
す。）に移動するに当たって，他の交通手段の利用を余儀なくされたために追加的に要し
た費用 

第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
① この遠隔地事故諸費用条項において被保険者とは，次の各号のいずれかに該当する者を
いいます。 

 事故が生じた時に被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁等
により通行できないように仕切られている場所を除きます。）に搭乗中の者（一時的に被
保険自動車から離れていた場合であっても，事故が生じた前後の状況から搭乗していた
とみなされる者を含み，被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得
ないで被保険自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者は含みませ
ん。） 
 被保険自動車の所有者。ただし，前号に該当しない場合には，陸送等費用に対しての
み被保険者とみなします。 

② 前項の被保険自動車の所有者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その借
主 
 前２号以外の場合は，被保険自動車を所有する者 

③ 第１項の規定にかかわらず，自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，
陸送業，運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，お
よびこれらの者が法人である場合はその理事，取締役または法人の業務を執行するその他
の機関を含みます。）が被保険自動車を業務として受託している場合は，これらの者は被保
険者に含みません。 

第３条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって損害が生じた場合の遠隔地事故
諸費用に対しては，遠隔地事故諸費用保険金を支払いません。 

 次のいずれかに該当する者の故意 
 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場
合は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間と
する貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理
事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 上記 および に定める者の法定代理人 
 上記 および に定める者の業務に従事中の使用人 
 上記 および に定める者の父母，配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
または子。ただし，被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目
的であった場合に限ります。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 第２号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱
に基づいて生じた事故 
 差押え，収用，没収，破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし，消防また
は避難に必要な処置として行われた場合を除きます。 
 詐欺または横領 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害にともなう遠隔地事故諸費用に対しては，
遠隔地事故諸費用保険金を支払いません。 

 被保険自動車に存在する欠陥，摩滅，腐しょく，さびその他自然の消耗 
 故障損害（偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損
害をいいます。） 
 タイヤ（チューブを含みます。）に生じた損害。ただし，被保険自動車の他の部分と同
時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。 
 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害 

③ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで
被保険自動車を運転している場合，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合，または
道路交通法第65条第１項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に被保
険自動車に生じた損害にともない，被保険者が遠隔地事故諸費用を負担したことによって
被った損害に対しては，保険金を支払いません。 

 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場合
は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間とす
る貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理事，
取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 前２号に定める者の法定代理人 
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 第１号および第２号に定める者の業務に従事中の使用人 
 第１号および第２号に定める者の父母，配偶者または子 

第４条（支払保険金の計算） 
① 当会社は，被保険者が負担した次の各号に規定する額を，遠隔地事故諸費用保険金とし
て支払います。 

 陸送等費用 
 あらかじめ当会社の承認を得て支出した陸送等費用。ただし，保険証券記載の金額を
限度とします。また，車両条項第５条（支払保険金の計算）第２項第３号に規定する費
用（以下この号において，「車両運搬費用」といいます。）について保険金が支払われる
場合は，車両運搬費用を陸送等費用に優先して支払います。この場合，当会社は，第１
条（この条項の補償内容）第１号に定める費用が車両運搬費用の額を超過する場合に限
り，その超過額に対して陸送等費用を支払います。 
 宿泊費用 
 １泊に要した宿泊費用。ただし，飲食等に要した費用は対象外とし，保険証券記載の
金額を限度とします。 
 帰宅等費用 
 当会社が合理的な経路および方法と認める交通手段を利用することにより要した費用。
ただし，事故発生の時から起算して24時間以内に利用されたものに限り，保険証券記載
の金額を限度とします。 

② 前項の諸費用は，保険契約者または被保険者からの領収証等の提出により，当会社に対
してその支出目的，金額その他具体的内容について明らかとされたものに限ります。 

第５条（回収金の取扱い） 
当会社は，遠隔地事故諸費用のうち，第三者が負担すべき金額で，被保険者のためにす

でに回収されたもの（以下この条において，「回収金」といいます。）がある場合において，
回収金の額が被保険者の自己負担額（遠隔地事故諸費用から前条に定める遠隔地事故諸費
用保険金の額を差し引いた額をいいます。）を超過するときは，当会社は前条に定める遠隔
地事故諸費用保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。 

Ⅲ．積載動産損害条項 
第１条（この条項の補償内容） 
① 当会社は，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）に，車両条項第
１条（この条項の補償内容）第１項（補償範囲が限定される旨の特約が適用されている場
合は，その特約および車両条項第１条第１項）に定める損害が生じたことにともない，被
保険自動車の車室もしくはトランク内に収容またはキャリア（自動車の屋根もしくはトラ
ンク上に設置された小型もしくは少量の荷物を積載もしくは運搬するための装置をいいま
す。）に固定された日常生活の用に供するために個人が所有する動産（以下「積載動産」と
いいます。）に損害が生じたときは，この積載動産損害条項および一般条項に従い，積載動
産損害保険金を支払います。 

② 前項の積載動産には，次の物を含みません。 
 被保険自動車の付属品，付属機械装置および被保険自動車の原動機用燃料タンク内の
燃料 
 通貨，有価証券，預金証書または貯金証書（通帳およびキャッシュカードを含みます。），
印紙，切手その他これらに類する物 
 貴金属，宝玉，宝石および書画，骨董，彫刻物その他美術品 
 稿本，設計書，図案，証書，帳簿，運転免許証その他これらに類する物 
 動物，植物等の生物 
 商品，見本品および事業用什器・備品，機械装置その他事業を営むために使用される
物 
 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物 

第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
積載動産損害条項において被保険者とは，積載動産の所有者（被保険自動車の使用につ

いて正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗していた者は含みませ
ん。）をいいます。ただし，自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，陸
送業，運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，およ
びこれらの者が法人である場合はその理事，取締役または法人の業務を執行するその他の
機関を含みます。）が被保険自動車を業務として受託している場合は，これらの者は被保険
者に含みません。 

第３条（用語の定義） 
この積載動産損害条項において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 積載動産保険価額 
 損害が生じた地および時における積載動産の価額をいいます。 
 修理費 
 積載動産を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 
 車両所有者 
 被保険自動車の所有者をいいます。ただし，被保険自動車が所有権留保条項付売買契
約により売買されている場合は買主，被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約に
より貸借されている場合は借主をいいます。 
 積載動産保険金額 
 保険証券記載の積載動産保険金額をいいます。 

第４条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって積載動産に生じた損害に対して
は，積載動産損害保険金を支払いません。 

 次のいずれかに該当する者の故意 
 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場
合は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間と
する貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理
事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 上記 および に定める者の法定代理人 
 上記 および に定める者の業務に従事中の使用人 
 上記 および に定める者の父母，配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
または子。ただし，被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目
的であった場合に限ります。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 

 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 第２号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱
に基づいて生じた事故 
 差押え，収用，没収，破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし，消防また
は避難に必要な処置として行われた場合を除きます。 
 詐欺または横領 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害に対しては積載動産損害保険金を支払い
ません。 

 積載動産に存在する欠陥，摩滅，腐しょく，さびその他自然の消耗 
 故障損害（偶然な外来の事故に直接起因しない積載動産の電気的または機械的損害を
いいます。） 

③ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで
被保険自動車を運転している場合，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合，または
道路交通法第65条第１項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に生じ
た積載動産の損害に対しては，保険金を支払いません。 

 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場合
は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間とす
る貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理事，
取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 前２号に定める者の法定代理人 
 第１号および第２号に定める者の業務に従事中の使用人 
 第１号および第２号に定める者の父母，配偶者または子 

第５条（支払保険金の計算） 
① １回の事故につき当会社の支払う積載動産損害保険金の額は，次の算式により算出され
た額とします。ただし，１回の事故につき，積載動産保険金額をもって限度とします。 

 
全ての積載動産の
損害額の合計額 

－ 保険証券記載の免責金額 ＝積載動産損害保険金 

 
② 前項の損害額とは，それぞれの積載動産について次の算式によって算出される額をいい
ます。 

 全損（次の算式によって算出される額が，損害の生じた積載動産の積載動産保険価額
以上となる場合をいいます。）の場合は，積載動産保険価額 
 前号以外の場合には，次の算式によって算出される額 

 

修理費 ＋ 

一般条項第14条（事故発生
時の義務）第１号に規定す
る損害の防止または軽減の
ために必要または有益であ
った費用 

＋ 

一般条項第14条第６号に
規定する権利の保全また
は行使に必要な手続きを
するために要した費用 

＝損害額 

 
③ 前項に規定する損害額のうち，第三者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収
されたもの（以下この条において，「回収金」といいます。）がある場合において，回収金
の額が第１項の免責金額を超過するときには，その超過額を同項の積載動産損害保険金の
額から差し引きます。 

④ １回の事故について被保険者が２名以上いる場合は，被保険者ごとの支払保険金の額は，
下記の算式によって算出された額とします。 

 
各被保険者ごとの損害額 
（ただし，回収金を差し引いた額とします。） 積載動産損害

保険金 
× 

各被保険者ごとの損害額の合計額 
（ただし，回収金を差し引いた額とします。） 

 
第６条（被害物についての当会社の権利） 
① 当会社が全損として積載動産損害保険金を支払った場合には，積載動産について被保険
者が有するすべての権利を取得します。ただし，積載動産保険金額が積載動産保険価額に
達しない場合には，当会社は，積載動産保険金額の積載動産保険価額に対する割合によっ
てその権利を取得します。 

② 積載動産の一部が盗難にあった場合に，当会社がその損害に対して積載動産損害保険金
を支払ったときは，当会社は，保険金の損害額に対する割合によって被保険者が盗難にあ
った物について有する権利を取得します。 

③ 前２項の場合において，当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して積載動産損
害保険金を支払ったときは，積載動産について被保険者が有する権利は当会社に移転しま
せん。 

第７条（盗難された保険の目的の返還） 
当会社が積載動産の盗難によって生じた損害に対して積載動産損害保険金を支払った日

の翌日から起算して60日以内に当該積載動産が発見された場合は，被保険者は，すでに受
け取った損害保険金等を当会社に払い戻して，その返還を受けることができます。この場
合，発見されるまでの間に当該保険の目的に生じた損害に対して積載動産損害保険金を請
求することができます。 

第８条（積載動産損害保険金への規定適用に当たっての特則） 
① 被保険者は，積載動産損害保険金の請求を行う場合には，車両所有者を経由して行うも
のとし，当会社は，車両所有者を経由しない同保険金の請求を受けることはできないもの
とします。 

② 当会社は，この条項および一般条項における積載動産損害保険金に係る諸規定が，被保
険者の委任を受けないで適用される場合があることをあらかじめ承認します。この場合に
おいて，保険契約者は，その旨を当会社に告げることを要しません。 

Ⅳ．キャンセル費用補償条項 
第１条（この条項の補償内容） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合で，被保険者が特定のサービスの予約を
した後，当該サービスの全部または一部を受けられなくなった場合に被保険者が負担する
取消料，違約料その他の名目において，当該サービスに係る契約に基づき，払戻しが受け
られない費用または支払を要する費用（以下「キャンセル費用」といいます。）に対し，こ
のキャンセル費用補償条項および一般条項に従い，キャンセル費用保険金を支払います。 

 被保険者が特定のサービスを受ける目的をもって保険証券記載の自動車（以下「被保
険自動車」といいます。）を使用中に，車両条項第１条（この条項の補償内容）第１項（補
償範囲が限定される旨の特約が適用されている場合は，その特約および車両条項第１条
第１項）に定める損害（以下「損害」といいます。）により，被保険自動車が走行不能（自
力で移動することができない状態，法令により走行が禁じられている状態または盗難に
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より被保険自動車が被保険者の管理下にない状態をいいます。以下同様とします。）とな
った場合 
 被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害（ガ
ス中毒を含みます。ただし，日射，熱射または精神的衝動による障害を含みません。以
下同様とします。）を被り，死亡または病院もしくは診療所に入院する場合 
 被保険自動車の運行に起因する事故 
 被保険自動車の運行中の，飛来中もしくは落下中の他物との衝突，火災，爆発また
は被保険自動車の落下 

② 前項の特定のサービスとは，業として有償で提供されるサービスのうち，次の各号のい
ずれかに該当するもので，かつ，被保険者の職務遂行に関係しないものに限ります。 

 国内旅行契約または海外旅行契約に基づくサービス 
 旅館，ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス 
 航空機，船舶，鉄道，自動車等による旅客の輸送 
 宴会またはパーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス 
 運動，教養等の趣味の指導，教授または施設の提供 
 演劇，音楽，美術，映画等の公演，上映，展示または興行 

③ 特定のサービスが複数の者に対して提供される場合には，被保険者に対して提供される
サービスに係るキャンセル費用として当会社が認める費用に限り，当会社は，キャンセル
費用保険金を支払います。 

④ 第１項第２号の場合において，保険金を支払う対象となる特定のサービスは，事故の発
生の日からその日を含めて30日以内の期間内に提供されるものに限ります。 

第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
① このキャンセル費用補償条項において被保険者とは，事故が生じた時に被保険自動車の
正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁等により通行できないように仕切られて
いる場所を除きます。）に搭乗中の者（一時的に被保険自動車から離れていた場合であって
も，事故が生じた前後の状況から搭乗していたとみなされる者を含み，被保険自動車の使
用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗していた者および
搭乗していたとみなされる者は含みません。）をいいます。ただし，自動車修理業，駐車場
業，給油業，洗車業，自動車販売業，陸送業，運転代行業等自動車を取り扱うことを業と
している者（これらの者の使用人，およびこれらの者が法人である場合はその理事，取締
役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が被保険自動車を業務として受
託している場合は，これらの者は被保険者に含みません。 

② 前項の規定にかかわらず，極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者
に含みません。 

第３条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって損害が生じた場合のキャンセル
費用に対しては，キャンセル費用保険金を支払いません。 

 次のいずれかに該当する者の故意 
 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場
合は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間と
する貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理
事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 上記 および に定める者の法定代理人 
 上記 および に定める者の業務に従事中の使用人 
 上記 および に定める者の父母，配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
または子。ただし，被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目
的であった場合に限ります。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 第２号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱
に基づいて生じた事故 
 差押え，収用，没収，破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし，消防また
は避難に必要な処置として行われた場合を除きます。 
 詐欺または横領 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害にともなうキャンセル費用に対しては，
キャンセル費用保険金を支払いません。 

 被保険自動車に存在する欠陥，摩滅，腐しょく，さびその他自然の消耗 
 故障損害（偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損
害をいいます。） 
 タイヤ（チューブを含みます。）に生じた損害。ただし，被保険自動車の他の部分と同
時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。 
 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害 

③ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで
被保険自動車を運転している場合，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合，または
道路交通法第65条第１項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に被保
険自動車に生じた損害にともない，被保険者がキャンセル費用を負担したことによって被
った損害に対しては，保険金を支払いません。 

 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場合
は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間とす
る貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理事，
取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 前２号に定める者の法定代理人 
 第１号および第２号に定める者の業務に従事中の使用人 
 第１号および第２号に定める者の父母，配偶者または子 

④ 当会社は，被保険者の闘争行為，自殺行為または犯罪行為によって，その本人について
生じた傷害にともない，被保険者がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に
対しては，保険金を支払いません。 

第４条（支払保険金の計算） 
① 当会社は，被保険者が負担したキャンセル費用の額から，被保険者の自己負担額（1,000
円または当該キャンセル費用の20％に相当する額のいずれか高い額をいいます。以下同様
とします。）を被保険者ごとにそれぞれ差し引いた額を，キャンセル費用保険金として支払

います。ただし，１回の事故につき50万円を限度とします。 
② 当会社は，キャンセル費用のうち，第三者が負担すべき金額で，被保険者のためにすで
に回収されたもの（以下この項において，「回収金」といいます。）がある場合において，
回収金の額が前項の自己負担額を超過するときには，その超過額を同項に定める保険金の
額から差し引きます。 

③ １回の事故について被保険者が２名以上いる場合は，被保険者ごとの支払保険金の額は，
下記の算式によって算出された額とします。 

 
各被保険者ごとの損害額 
（ただし，回収金を差し引いた額とします。） キャンセル費用 

保険金 
× 

各被保険者ごとの損害額の合計額 
（ただし，回収金を差し引いた額とします。） 

 
第５条（キャンセル費用保険金への規定適用に当たっての特則） 
① 被保険者は，キャンセル費用保険金の請求を行う場合には，被保険自動車の所有者（被
保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は買主，被保険自動車
が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は借主とします。以下この項
において，「車両所有者」といいます。）を経由して行うものとし，当会社は，車両所有者
を経由しない同保険金の請求を受けることはできないものとします。 

② 当会社は，この条項および一般条項におけるキャンセル費用保険金に係る諸規定が，被
保険者の委任を受けないで適用される場合があることをあらかじめ承認します。この場合
において，保険契約者は，その旨を当会社に告げることを要しません。 

第４章 一般条項 
第１条（保険責任の始期および終期） 
① 当会社の保険責任は，保険証券記載の保険期間（以下この条において，「保険期間」とい
います。）の初日の午後４時（保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時
刻）に始まり，末日の午後４時に終ります。 

② 保険期間が始まった後であっても，当会社は，保険料領収前に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては，保険金（賠償責任条項，人身傷害補償条項，搭乗者傷害条項，車両
条項および車両付随損害条項の保険金をいいます。以下同様とします。）を支払いません。 

第２条（保険責任のおよぶ地域） 
当会社は，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）が日本国内（日

本国外における日本船舶内を含みます。）にある間に生じた事故による損害または傷害に対
してのみ保険金を支払います。 

第３条（告知義務） 
① 当会社は，保険契約締結の際，保険契約者，記名被保険者（保険証券記載の被保険者を
いいます。ただし，車両条項においては，被保険自動車の所有者とします。以下同様とし
ます。）またはこれらの者の代理人が，故意または重大な過失によって保険申込書の記載事
項について知っている事実を告げなかった場合，または不実のことを告げた場合は，保険
証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって，この保険契約を解除する
ことができます。 

② 前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。 
 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合 
 当会社が保険契約締結の際，前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知
っていた場合，または過失によってこれを知らなかった場合 
 保険契約者，記名被保険者またはこれらの者の代理人が，当会社が保険金を支払うべ
き事故の発生前に，保険申込書の記載事項につき，書面をもって更正を申し出て，当会
社がこれを承認した場合。なお，当会社は，更正の申出を受けた場合には，その更正を
申し出た事実が，保険契約締結時に当会社に告げられていたとしても，当会社が，保険
契約を締結していたと認めるときに限り，これを承認するものとします。 
 当会社が保険契約締結の後，前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知っ
た時からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合 
 前項の告げなかった事実または告げた不実のことが，当会社が行う危険測定に関係の
ないものであった場合。ただし，その告げなかった事実または告げた不実のことがこの
保険契約の賠償責任条項，人身傷害補償条項，車両条項または車両付随損害条項と全部
または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約（以
下「他の保険契約等」といいます。）に関する事項であった場合を除きます。 

③ 第１項の解除は，将来に向かってのみその効力を生じます。ただし，その解除が損害ま
たは傷害の発生した後になされた場合であっても，当会社は，保険金を支払いません。こ
の場合において，すでに保険金を支払っていたときは，その返還を請求することができま
す。 

第４条（通知義務） 
① 保険契約締結の後，次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には，保険契約
者または被保険者は，事実の発生がその責に帰すべき事由によるときはあらかじめ，責に
帰すことのできない事由によるときは発生を知った後遅滞なく，書面をもってその旨を当
会社に通知し，承認の請求を行わなければなりません。ただし，その事実がなくなった後
はこの限りではありません。 

 被保険自動車の用途，車種または登録番号（車両番号および標識番号を含みます。）を
変更すること。 
 被保険自動車を競技，曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）もしくは試験
のために使用すること，または，被保険自動車を競技，曲技もしくは試験を行うことを
目的とする場所において使用する（救急，消防，事故処理，補修，清掃等のために使用
する場合を除きます。）こと。 
 被保険自動車に危険物（「道路運送車両の保安基準」に定める高圧ガス，火薬類，危険
物もしくは可燃物，または「毒物及び劇物取締法」第２条に定める毒物もしくは劇物を
いいます。以下この号において，同様とします。）を積載すること，または被保険自動車
が，危険物を積載した被けん引自動車をけん引すること。 
 被保険自動車を主に使用する者を変更すること。 
 被保険自動車の保険証券記載の使用目的（業務使用，通勤・通学使用または日常・レ
ジャー使用のいずれかをいいます。）を変更すること。 
 前各号のほか，保険証券または保険申込書の記載事項に重要な変更を生ずべき事実が
発生し，かつ，危険が著しく増加すること。 
 他の保険契約等を締結すること。 

② 当会社は，前項の事実が生じた時（同項の事実の発生が保険契約者または被保険者の責
に帰すことのできない事由による場合は，その発生を知った時とします。）からその事実が
なくなる時まで（同項の書面を受領した後を除きます。）の間に生じた事故による損害また
は傷害に対しては，保険金を支払いません。ただし，同項第１号，第４号および第５号に
ついては，危険の増加が生じない場合はこの限りではありません。 

第５条（被保険自動車の譲渡） 
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① 被保険自動車が譲渡（所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく
借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動
車の返還を含みます。以下この条において，同様とします。）された場合であっても，この
保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は，譲受人（所有
権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。以下この項
において，同様とします。）に移転しません。ただし，保険契約者がこの保険契約に適用さ
れる普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人に譲渡する
旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において，当会社がこれを承認
したときは，この限りではありません。 

② 当会社は，被保険自動車が譲渡された後（前項ただし書の書面を受領した後を除きます。）
に，被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払い
ません。 

第６条（被保険自動車の入替） 
① 次の各号のいずれかに該当する場合に，保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通
知し，新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行い，当会
社がこれを承認したときは，当該新規取得自動車または所有自動車について，この保険契
約を適用します。 

 次のいずれかに該当する者が，被保険自動車と同一の用途および車種（別表Ⅰに掲げ
る用途および車種をいいます。以下この条において，同様とします。）の自動車を新たに
取得（所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。以下この条において，同様
とします。）し，または１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合（この条に
おいて，「自動車の新規取得」といい，当該自動車を「新規取得自動車」といいます。） 
 被保険自動車の所有者 
 記名被保険者 
 記名被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下この号において，同様とします。） 
 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 

 被保険自動車が廃車，譲渡または返還（以下この条において，「廃車等」といいます。）
された場合。ただし，被保険自動車の廃車等の時点で前号 から までのいずれかに該
当する者を所有者とする自動車（被保険自動車および新規取得自動車を除き，被保険自
動車と同一の用途および車種の自動車とします。この条において，「所有自動車」といい
ます。）がある場合に限ります。 

② この条において所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は，その借主 
 前２号以外の場合は，被保険自動車を所有する者 

③ 当会社は，自動車の新規取得または被保険自動車の廃車等のあった後（第１項の書面を
受領した後を除きます。）に，新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による
損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

④ 前項の規定にかかわらず，第１項に定める自動車の入替において，被保険自動車の廃車
等があったときは，入替自動車（新規取得自動車のうち被保険自動車の廃車等を行った後，
その代替として第１項第１号 から までのいずれかに該当する者が新たに取得し，また
は１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。以下この条におい
て，同様とします。）の取得日の翌日から起算して30日以内に，保険契約者が書面により被
保険自動車の入替の承認の請求を行い，当会社がこれを受領した場合に限り，取得日以後
承認するまでの間は，当会社は，入替自動車を被保険自動車とみなして，この保険契約を
適用します。ただし，被保険自動車の廃車等があった後に，当該被保険自動車について生
じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

⑤ この条において取得日とは，実際に入替自動車を取得した日，または借り入れた日であ
って，保険契約者または入替自動車の所有者が，当会社に対して入替自動車の取得日が確
認できる資料を提出し，当会社が妥当な取得日であることを認めた場合の当該取得日をい
います。ただし，入替自動車の自動車検査証以外の資料で当該取得日が確認できない場合
は，入替自動車の自動車検査証に第１項第１号に定める者の氏名が記載された日とします。 

⑥ 被保険自動車に対して，車両条項が適用されている場合，取得日以降の車両条項および
車両価額協定保険特約の適用については，前２項の規定にかかわらず，次の各号に定める
ところによります。 

 被保険自動車の用途および車種にかかわらず，入替自動車が不特定の借主に有償で貸
し渡すことを目的としたレンタカー等の自動車（１年以上を期間とする貸借契約により
貸し渡す自動車を除きます。）以外の自動車である場合は，入替自動車に対して車両価額
協定保険特約が適用されます。この場合，同特約第３条（協定保険価額の変更）の規定
は適用しません。 
 入替自動車取得の時における入替自動車の価額（入替自動車と同一の用途および車種，
同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額とします。）を保険金額として定める
ものとします。 

第７条（管理義務） 
保険契約者，被保険者もしくはこれらの者の代理人または被保険自動車の運行を管理す

る者は，被保険自動車を常に安全に運転しうる状態に整備し，かつ，官庁の検査を受ける
ことを怠ってはなりません。 

第８条（調 査） 
当会社は，被保険自動車に関し，必要な調査をし，かつ，保険契約者または被保険者に

対し必要な説明または証明を求めることができます。 
第９条（保険契約の無効） 

保険契約締結の際，次の各号のいずれかに該当する事実があった場合は，保険契約は無
効とします。 
 保険契約に関し保険契約者，記名被保険者またはこれらの者の代理人に詐欺の行為が
あったこと。 
 保険契約者または記名被保険者が，当会社が保険金を支払うべき損害もしくは傷害ま
たはこれらの原因がすでに生じていることを知っていたこと。 
 他人のために保険契約を締結する場合において，保険契約者がその旨を保険申込書に
記載しなかったこと。 

第10条（解 除） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合には，保険証券記載の保険契約者の住所
にあてた書面による通知をもって，この保険契約を解除することができます。 

 第４条（通知義務）第１項の事実が発生した場合（この事実がなくなった場合を除き
ます。），または同項，第５条（被保険自動車の譲渡）第１項，第６条（被保険自動車の
入替）第１項もしくは同条第４項の規定により承認の請求があった場合。ただし，第４
条第１項第１号，第４号および第５号については，危険の増加が生じた場合に限ります。 
 正当な理由がなくて第７条（管理義務）の規定に違反した場合 
 正当な理由がなくて第８条（調査）に規定する当会社の求めに応じない場合 
 保険金請求に関し，保険契約者，被保険者もしくは保険金を受け取るべき者，または
これらの者の法定代理人に詐欺の行為があった場合 

② 前項のほか，当会社は，この保険契約を解除する相当な理由があると認めた場合は，こ
の保険契約（対人賠償保険契約は除きます。）を解除することができます。この場合には，
当会社は，解除する日の前日から遡って10日前までに書面をもって保険証券記載の保険契
約者の住所にあてて通知するものとします。 

③ 保険契約者は，当会社に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することが
できます。 

④ 前３項の解除は，将来に向かってのみその効力を生じます。 
⑤ 第１項第１号に基づく当会社の解除権は，その通知を受けた日からその日を含めて30日
以内に行使しなければ消滅します。 

第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認の場合） 
① 当会社は，第３条（告知義務）第２項第３号，第４条（通知義務）第１項，第５条（被
保険自動車の譲渡）第１項，第６条（被保険自動車の入替）第１項もしくは同条第４項の
承認をする場合には，当会社の定めるところに従い，保険料を返還し，または追加保険料
を請求できます。 

② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前に
生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 当会社は，第１項のほか，保険契約締結の後，保険契約者が書面をもって保険契約の条
件の変更を当会社に通知し，承認の請求を行った場合において，当会社がこれを承認する
ときは，当会社の定めるところに従い，保険料を返還し，または追加保険料を請求できま
す。 

④ 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前に
生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請求がなかっ
たものとして，この普通保険約款（被保険自動車について適用される特約を含みます。）に
従い，保険金を支払います。 

第12条（保険料の返還－無効，失効の場合） 
① 保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による
場合は，保険料を返還しません。 

② 保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によら
ない場合は，無効のときには保険料の全額を，失効のときには未経過期間に対し日割をも
って計算した保険料を返還します。 

第13条（保険料の返還－解除の場合） 
① 第３条（告知義務）第１項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，保険料
を返還しません。 

② 第10条（解除）第１項またはこの保険契約に適用される特約の規定により，当会社が保
険契約を解除した場合は，領収した保険料から既経過期間に対して別表Ⅳに掲げる短期料
率によって計算した保険料を差し引いて，その残額を返還します。ただし，既経過期間中
に当会社が保険金を支払う損害または傷害が発生していた場合は，領収した保険料は返還
しません。 

③ 前項の場合，保険契約の解除が保険契約者または被保険者の責に帰すことのできない事
由によるときは，未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。 

④ 第10条（解除）第２項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，未経過期間
に対して日割をもって計算した保険料を返還します。 

⑤ 第10条（解除）第３項の規定により，保険契約者が保険契約を解除した場合は，当会社
の定めるところにより計算した保険料を返還します。 

第14条（事故発生時の義務） 
保険契約者または被保険者は，事故が発生したことを知った場合は，次のことを履行し

なければなりません。 
 損害の防止および軽減につとめ，または運転者その他の者に対しても損害の防止およ
び軽減につとめさせること。 
 事故発生の日時，場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 
 次の事項を遅滞なく，書面で当会社に通知すること。 
 事故の状況，被害者の住所および氏名または名称 
 事故発生の日時，場所または事故の状況について証人となる者がある場合は，その
者の住所および氏名または名称 
 損害賠償の請求を受けた場合は，その内容 

 被保険自動車または積載動産損害条項第１条（この条項の補償内容）に定める積載動
産（以下この条において，「積載動産」といいます。）が盗難にあった場合には，遅滞な
く警察官に届け出ること。 
 被保険自動車または積載動産を修理する場合には，あらかじめ当会社の承認を得るこ
と。ただし，必要な応急の仮手当については，この限りではありません。 
 他人に損害賠償の請求（共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含
みます。以下同様とします。）をすることができる場合には，その権利の保全または行使
に必要な手続をすること。 
 損害賠償の請求を受けた場合には，あらかじめ当会社の承認を得ないで，その全部ま
たは一部を承認しないこと。ただし，被害者に対する応急手当または護送その他緊急措
置については，この限りではありません。 
 損害賠償の請求についての訴訟を提起し，または提起された場合は，遅滞なく当会社
に通知すること。 
 第３号のほか，当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には，
遅滞なく，これを提出し，また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。 

第15条（事故発生時の義務違反） 
① 保険契約者または被保険者が，正当な理由がなくて前条第２号（事故発生の通知），第３
号（事故内容の通知），第４号（盗難の届出），第８号（訴訟の通知）または第９号（書類
の提出等）の規定に違反した場合は，当会社は，保険金を支払いません。 

② 保険契約者または被保険者が，正当な理由がなくて前条第５号（修理着工の事前承認）
の規定に違反した場合は，当会社は，保険金を支払いません。ただし，保険契約者または
被保険者が，当会社に対して事故によって生じた損傷の程度および範囲を示す資料を提出
し，妥当な修理費であることを立証した場合には，この限りではありません。 

③ 保険契約者または被保険者が，正当な理由がなくて前条第１号（損害の防止および軽減），
第６号（請求権の保全等）または第７号（責任の無断承認の禁止）の規定に違反した場合
は，当会社は，次の金額を差し引いて保険金を支払います。 

 前条第１号に違反した場合は，防止または軽減することができたと認められる損害額 
 前条第６号に違反した場合は，他人に損害賠償の請求をすることによって取得するこ
とができたと認められる額 
 前条第７号に違反した場合は，損害賠償責任がないと認められる額 

④ 保険契約者または被保険者が，前条第３号（事故内容の通知），第４号（盗難の届出）も
しくは第９号（書類の提出等）の書類に故意に不実の記載をし，またはその書類もしくは
証拠を偽造しもしくは変造した場合には，当会社は，保険金を支払いません。 

第16条（対人事故通知の特則） 
賠償責任条項第１条（この条項の補償内容）第１項に定める対人事故の場合において，
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当会社が保険契約者または被保険者から第14条第３号（事故内容の通知）の規定に定める
通知を受けることなく，事故の発生の日の翌日から起算して60日を経過したときは，当会
社は，その事故による損害に対しては，保険金を支払いません。ただし，保険契約者また
は被保険者が，過失がなくて事故の発生を知らなかった場合，またはやむを得ない事由に
より，上記の期間内に通知できなかった場合は，この限りではありません。 

第17条（当会社の指定する医師による診断） 
① 当会社は，人身傷害または搭乗者傷害に関して，第14条第２号（事故発生の通知）また
は第３号（事故内容の通知）の規定に定める通知を受けた場合で，当会社が必要と認める
ときは，被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書（死体検案書を含みます。）の提出
を求めることができます。 

② 前項の診断のために要した費用（収入の喪失を含みません。）は，当会社が負担します。 
③ 第１項の当会社の求めに対し，正当な理由がなくてこれに応じなかった場合には，当会
社は，保険金を支払いません。 

第18条（重複契約の取扱い） 
① 賠償責任条項，人身傷害補償条項，車両条項および車両付随損害条項に関しては，他の
保険契約等がある場合において，それぞれの保険契約または共済契約について，他の保険
契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計
額が損害額または費用を超えるときは，次の算式によって算出される額によって支払保険
金の額を決定します。ただし，賠償責任条項第６条（費用）第２項の臨時費用および人身
傷害補償条項第７条（費用）第２項の臨時費用に関しては，この限りではありません。 

 
他の保険契約等がないものとして算出した当会社
の支払うべき保険金の額 

損害額
または
費用 

× 
  

＝保険金 

   

それぞれの保険契約または共済契約について，他
の保険契約または共済契約がないものとして算出
した支払うべき保険金または共済金の額の合計額   

 
② 前項の損害額または費用は，それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用があ
る場合には，そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。 

③ 賠償責任条項第６条（費用）第２項の臨時費用および人身傷害補償条項第７条（費用）
第２項の臨時費用に関しては，他の保険契約等がある場合は，次の算式によって算出され
る額によって支払保険金の額を決定します。 

 

 他の保険契約等がないものとして算出
した当会社の支払うべき保険金の額  

それぞれの保険契約
または共済契約につ
いて，他の保険契約
または共済契約がな
いものとして算出し
た支払うべき保険金
または共済金のうち
もっとも高い金額 

× 

 

それぞれの保険契約または共済契約に
ついて，他の保険契約または共済契約
がないものとして算出した支払うべき
保険金または共済金の額の合計額 

 

＝保険金 

 
④ 第１項および前項の規定にかかわらず，被保険者または保険金請求権者の請求があり，
かつ，当会社がこれを承認した場合は，次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額
とします。 

 この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は，他の保険契約
等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額 
 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場
合は，次の額 
 賠償責任条項，人身傷害補償条項，車両条項および車両付随損害条項に関しては，
損害額または費用が，他の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額の
合計額を超えるときは，その超過額 
 賠償責任条項第６条（費用）第２項の臨時費用および人身傷害補償条項第７条（費
用）第２項の臨時費用に関しては，他の保険契約等がないものとして算出した当会社
の支払うべき保険金の額が，他の保険契約等によって支払われた保険金または共済金
の額の合計額を超えるときは，その超過額 

第19条（評価人および裁定人） 
① 当会社が支払うべき保険金の額の決定について，当会社と被保険者との間で争いが生じ
た場合は，当事者双方が書面によって選定する各１名ずつの評価人の判断に任せます。こ
の場合において，評価人の間で意見が一致しないときは，双方の評価人が選定する１名の
裁定人にこれを裁定させます。 

② 当事者は，自己の選定した評価人の費用（報酬を含みます。）を各自負担し，その他の費
用（裁定人に対する報酬を含みます。）は半額ずつこれを負担するものとします。 

第20条（保険金の請求） 
① 当会社に対する保険金請求権は，次の時から，それぞれ発生し，これを行使することが
できるものとします。 

 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては，被保険者が損害賠償請求権者に対して
負担する法律上の損害賠償責任の額について，被保険者と損害賠償請求権者との間で，
判決が確定した時，または裁判上の和解，調停もしくは書面による合意が成立した時 
 人身傷害補償条項に係る保険金の請求に関しては，次の時 
 被保険者が死亡した場合には，その死亡の時 
 被保険者に後遺障害が生じた場合には，その後遺障害が生じた時 
 被保険者が傷害を被った場合には，被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従
事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180
日を経過した時のいずれか早い時 

 搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては，次の時 
 死亡保険金および座席ベルト装着者特別保険金については，被保険者が死亡した時 
 後遺障害保険金，重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金につ
いては，被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180
日を経過した時のいずれか早い時 
 医療保険金（日数払）については，被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従
事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180
日を経過した時のいずれか早い時 
 医療保険金（部位・症状別払）については，事故の発生の日からその日を含めて180
日以内で治療を開始した時 

 車両条項に係る保険金の請求に関しては，事故発生の時 
 車両付随損害条項に係る保険金の請求に関しては，同条項に定める損害が発生した時。
ただし，レンタカー費用保険金の請求に関しては，被保険自動車が修理完了後被保険者
の手元に戻った時，被保険者が代替自動車（被保険者が被保険自動車の代替として使用
する自動車をいいます。）を新たに取得（所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含み

ます。）し，または１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた時，または事故の発
生の日からその日を含めて30日以上経過した時（事故時レンタカー費用条項第４条第３
項の適用がある場合は，修理工場等に搬入した日から30日以上経過した時をいいます。）
のいずれか早い時 

② 被保険者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は，前項に定める保険金
請求権発生の時の翌日から起算して60日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に，
保険証券に添えて次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし，第
３号の交通事故証明書について提出できない相当な理由がある場合はこの限りではありま
せん。 

 保険金の請求書 
 損害額または傷害の程度を証明する書類 
 公の機関が発行する交通事故証明書（人の死傷をともなう事故または被保険自動車と
他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊をともなう事故の場合に限ります。以
下同様とします。） 
 盗難による損害の場合は，所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類 
 その他当会社が特に必要と認める書類または証拠 

③ 賠償責任条項第６条（費用）第２項に定める臨時費用の請求は，記名被保険者を経由し
て行うものとします。 

④ 被保険者または保険金請求権者が第２項の書類に故意に不実の記載をし，またはその書
類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には，当会社は，保険金を支払いません。 

第21条（保険金の支払） 
① 当会社は，被保険者または保険金請求権者が前条第２項の手続をした日からその日を含
めて30日以内に保険金を支払います。 

② 当会社の責に帰すことのできない事由により，前項の期間内に保険事故の事実確認，損
害額の確定等保険金の支払にあたって必要な調査を終えることができない場合は，前項の
規定にかかわらず，当会社は，前条第２項の手続きをした被保険者または保険金請求権者
に対して延長する理由および期間を通知することによって，前項の期間を延長することが
できます。ただし，被保険者または保険金請求権者が前条第２項の手続をした日からその
日を含めて120日を限度とします。 

第22条（損害賠償額の請求および支払） 
① 損害賠償請求権者が賠償責任条項第９条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定によ
り損害賠償額の支払を請求する場合は，次の書類または証拠を当会社に提出しなければな
りません。ただし，第２号の交通事故証明書については，提出できない相当な理由がある
場合はこの限りではありません。 

 損害賠償額の請求書 
 公の機関が発行する交通事故証明書 
 その他当会社が特に必要と認める書類または証拠 

② 損害賠償請求権者が前項の書類に故意に不実の記載をし，またはその書類もしくは証拠
を偽造しもしくは変造した場合には，当会社は，損害賠償額を支払いません。 

③ 当会社は，賠償責任条項第９条（損害賠償請求権者の直接請求権）第２項または同条第
７項の各号のいずれかに該当する場合には，損害賠償請求権者が第１項の手続をした日か
らその日を含めて30日以内に損害賠償額を支払います。ただし，当会社がこの期間内に必
要な調査を終えることができない場合は，これを終えた後，遅滞なく損害賠償額を支払い
ます。 

④ 当会社の責に帰すことのできない事由により，前項の期間内に保険事故の事実確認，損
害額の確定等保険金の支払にあたって必要な調査を終えることができない場合は，前項の
規定にかかわらず，当会社は，前項の損害賠償請求権者に対して延長する理由および期間
を通知することによって，前項の期間を延長することができます。ただし，損害賠償請求
権者が第１項の手続をした日からその日を含めて120日を限度とします。 

第23条（代 位） 
① 被保険者または保険金請求権者（以下この項において，「被保険者等」といいます。）が
他人に損害賠償の請求をすることができる場合には，当会社は，その損害に対して支払っ
た保険金の額の限度内で，かつ，被保険者等の権利を害さない範囲内で，被保険者等がそ
の者に対して有する権利を取得します。 

② 前項の損害賠償の請求が車両損害に関するものである場合は，当会社は，正当な権利に
より被保険自動車を使用または管理していた者に対しては，その権利を行使しません。た
だし，次の各号のいずれかに該当する損害に対しては，この限りではありません。 

 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意によって生じた損
害 
 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた
運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害 
 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が，麻薬，大麻，あへん，
覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自
動車を運転している場合，または道路交通法第65条第１項に定める酒気帯び運転で被保
険自動車を運転している場合に生じた損害 
 自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，陸送業，運転代行業等自
動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，およびこれらの者が法人
である場合はその理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）
が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害 

第24条（時 効） 
保険金請求権は，次の時の翌日から起算して２年を経過した場合は，時効によって消滅

します。 
 第20条（保険金の請求）第２項に定める手続が行われなかった場合には，同条第１項
に定める時 
 第20条第２項に定める手続が行われた場合には，当会社が同項の書類または証拠を受
領した時の翌日から起算して30日を経過した時 

第25条（損害賠償額請求権の行使期限） 
賠償責任条項第９条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定による請求権は，次の各

号のいずれかに該当する場合には，これを行使することはできません。 
 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について，
被保険者と損害賠償請求権者との間で，判決が確定し，または裁判上の和解，調停もし
くは書面による合意が成立した時の翌日から起算して２年を経過した場合 
 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合 

第26条（保険契約者が死亡した場合の取扱い） 
① 保険契約締結の後，保険契約者が死亡した場合，この保険契約に適用される普通保険約
款および特約に関する権利および義務は，その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人
に移転するものとします。 

② 前項の法定相続人が２名以上である場合は，当会社は，代表者１名を定めることを求め
ることができます。この場合において，代表者は代表者以外の法定相続人を代理するもの
とします。 
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③ 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には，法定相続人の
中の１名に対して行う当会社の行為は，他の法定相続人に対しても効力を有するものとし
ます。 

④ 第１項の法定相続人が２名以上である場合には，各法定相続人は連帯してこの保険契約
に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。 

第27条（準拠法） 
この約款に規定のない事項については，日本国の法令によります。 
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＜別表Ⅰ＞ 被保険自動車の入替ができる用途・車種区分表 
 

被保険自動車  

  

 一般条項第６条に定める新規取得自動車 
 または所有自動車 

 
 自家用普通乗用車 自家用普通乗用車 
 自家用小型乗用車 自家用小型乗用車 
 自家用軽四輪乗用車 自家用軽四輪乗用車 
 自家用普通貨物車 自家用普通貨物車 
 （ 大積載量0.5トン超２トン以下） （ 大積載量0.5トン超２トン以下） 
 自家用普通貨物車 自家用普通貨物車 
 （ 大積載量0.5トン以下） （ 大積載量0.5トン以下） 
 自家用小型貨物車 自家用小型貨物車 
 自家用軽四輪貨物車 自家用軽四輪貨物車 
 特種用途自動車 特種用途自動車 
 （キャンピング車） （キャンピング車） 
 
注．特種用途自動車（キャンピング車）とは，自動車検査証に記載の用途が特種用途であり，
かつ，車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。 

 

＜別表Ⅱ＞ 後遺障害等級表 
 この表は，人身傷害補償条項および搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します。 
１．介護を要する後遺障害 
 

等
級 

介護を要する後遺障害 

搭乗者傷
害条項保
険金支払
割合 

第
１
級 

 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し，常に介護を要するも
の 
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し，常に介護を要するもの 

100％ 

第
２
級 

 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し，随時介護を要するも
の 
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し，随時介護を要するもの 

89％ 

 
２．１．以外の後遺障害 
 

等
級 

後   遺   障   害 

搭乗者傷
害条項保
険金支払
割合 

第

１

級 

 両眼が失明したもの 

 咀
そ

しゃくおよび言語の機能を廃したもの 

 両上肢
し

をひじ関節以上で失ったもの 

 両上肢
し

の用を全廃したもの 

 両下肢
し

をひざ関節以上で失ったもの 

 両下肢
し

の用を全廃したもの 

100％ 

第

２

級 

 １眼が失明し，他眼の矯
きょう

正視力（視力の測定は万国式試視力表による

ものとします。以下同様とします。）が0.02以下になったもの 

 両眼の矯
きょう

正視力が0.02以下になったもの 

 両上肢
し

を手関節以上で失ったもの 

 両下肢
し

を足関節以上で失ったもの 

89％ 

第

３

級 

 １眼が失明し，他眼の矯
きょう

正視力が0.06以下になったもの 

 咀
そ

しゃくまたは言語の機能を廃したもの 
 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し，終身労務に服するこ
とができないもの 
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し，終身労務に服することができ
ないもの 
 両手の手指の全部を失ったもの（手指を失ったものとは，おや指は指
節間関節，その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいま
す。以下同様とします。） 

78％ 

第

４

級 

 両眼の矯
きょう

正視力が0.06以下になったもの 

 咀
そ

しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 
 両耳の聴力を全く失ったもの 

 １上肢
し

をひじ関節以上で失ったもの 

 １下肢
し

をひざ関節以上で失ったもの 
 両手の手指の全部の用を廃したもの（手指の用を廃したものとは，手
指の末節骨の半分以上を失い，または中手指節関節もしくは近位指節間
関節（おや指にあっては，指節間関節）に著しい運動障害を残すものを
いいます。以下同様とします。） 
 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 

69％ 

第

５

級 

 １眼が失明し，他眼の矯
きょう

正視力が0.1以下になったもの 
 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し，特に軽易な労務以外
の労務に服することができないもの 
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し，特に軽易な労務以外の労務に
服することができないもの 

 １上肢
し

を手関節以上で失ったもの 59％ 

 

 １下肢
し

を足関節以上で失ったもの 

 １上肢
し

の用を全廃したもの 

 １下肢
し

の用を全廃したもの 
 両足の足指の全部を失ったもの（足指を失ったものとは，その全部を
失ったものをいいます。以下同様とします。） 

 

第

６

級 

 両眼の矯
きょう

正視力が0.1以下になったもの 

 咀
そ

しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 
 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に
なったもの 
 １耳の聴力を全く失い，他耳の聴力が40センチメートル以上の距離で
は普通の話声を解することができない程度になったもの 

 脊
せき

柱に著しい変形または運動障害を残すもの 

 １上肢
し

の３大関節中の２関節の用を廃したもの 

 １下肢
し

の３大関節中の２関節の用を廃したもの 
 １手の５の手指またはおや指を含み４の手指を失ったもの 

50％ 

第

７

級 

 １眼が失明し，他眼の矯
きょう

正視力が0.6以下になったもの 
 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解する
ことができない程度になったもの 
 １耳の聴力を全く失い，他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通
の話声を解することができない程度になったもの 
 神経系統の機能または精神に障害を残し，軽易な労務以外の労務に服
することができないもの 
 胸腹部臓器の機能に障害を残し，軽易な労務以外の労務に服すること
ができないもの 
 １手のおや指を含み３の手指を失ったものまたはおや指以外の４の
手指を失ったもの 
 １手の５の手指またはおや指を含み４の手指の用を廃したもの 
 １足をリスフラン関節以上で失ったもの 

 １上肢
し

に偽関節を残し，著しい運動障害を残すもの 

 １下肢
し

に偽関節を残し，著しい運動障害を残すもの 
 両足の足指の全部の用を廃したもの（足指の用を廃したものとは，第
１の足指は末節骨の半分以上，その他の足指は遠位指節間関節以上を失
ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節（第１の足指にあ
っては，指節間関節）に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同
様とします。） 

 女子の外貌
ぼう

に著しい醜状を残すもの 

 両側の睾
こう

丸を失ったもの    

42％ 

第

８

級 

 １眼が失明し，または１眼の矯
きょう

正視力が0.02以下になったもの 

 脊
せき

柱に運動障害を残すもの 
 １手のおや指を含み２の手指を失ったものまたはおや指以外の３の
手指を失ったもの 
 １手のおや指を含み３の手指の用を廃したものまたはおや指以外の
４の手指の用を廃したもの 

 １下肢
し

を５センチメートル以上短縮したもの 

 １上肢
し

の３大関節中の１関節の用を廃したもの 

 １下肢
し

の３大関節中の１関節の用を廃したもの 

 １上肢
し

に偽関節を残すもの 

 １下肢
し

に偽関節を残すもの 
 １足の足指の全部を失ったもの 

34％ 

第

９

級 

 両眼の矯
きょう

正視力が0.6以下になったもの 

 １眼の矯
きょう

正視力が0.06以下になったもの 

 両眼に半盲症，視野狭窄
さく

または視野変状を残すもの 
 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 
 鼻を欠損し，その機能に著しい障害を残すもの 

 咀
そ

しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 
 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが
できない程度になったもの 
 １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に
なり，他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解すること
が困難である程度になったもの 
 １耳の聴力を全く失ったもの 
 神経系統の機能または精神に障害を残し，服することができる労務が
相当な程度に制限されるもの 
 胸腹部臓器の機能に障害を残し，服することができる労務が相当な程
度に制限されるもの 
 １手のおや指またはおや指以外の２の手指を失ったもの 
 １手のおや指を含み２の手指の用を廃したものまたはおや指以外の
３の手指の用を廃したもの 
 １足の第１の足指を含み２以上の足指を失ったもの 
 １足の足指の全部の用を廃したもの 
 生殖器に著しい障害を残すもの 

26％ 

  １眼の矯
きょう

正視力が0.1以下になったもの 
 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 
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第

10

級 

 

 咀
そ

しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの 

 14歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えたもの 
 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが
困難である程度になったもの 
 １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に
なったもの 
 １手のおや指またはおや指以外の２の手指の用を廃したもの 

 １下肢
し

を３センチメートル以上短縮したもの 
 １足の第１の足指または他の４の足指を失ったもの 

 １上肢
し

の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの 

 １下肢
し

の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの 

20％ 

 

第

11

級 

 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 
 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 
 １眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

 10歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えたもの 
 両耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができな
い程度になったもの 
 １耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解する
ことができない程度になったもの 

 脊
せき

柱に変形を残すもの 
 １手のひとさし指，なか指またはくすり指を失ったもの 
 １足の第１の足指を含み２以上の足指の用を廃したもの 
 胸腹部臓器の機能に障害を残し，労務の遂行に相当な程度の支障があ
るもの 

15％ 

第

12

級 

 １眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 
 １眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

 ７歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えたもの 
 １耳の耳殻の大部分を欠損したもの 
 鎖骨，胸骨，ろく骨，けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すも
の 

 １上肢
し

の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの 

 １下肢
し

の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの 
 長管骨に変形を残すもの 
 １手のこ指を失ったもの 
 １手のひとさし指，なか指またはくすり指の用を廃したもの 
 １足の第２の足指を失ったもの，第２の足指を含み２の足指を失った
ものまたは第３の足指以下の３の足指を失ったもの 
 １足の第１の足指または他の４の足指の用を廃したもの 
 局部に頑固な神経症状を残すもの 

 男子の外貌
ぼう

に著しい醜状を残すもの 

 女子の外貌
ぼう

に醜状を残すもの 

10％ 

第

13

級 

 １眼の矯
きょう

正視力が0.6以下になったもの 
 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 

 １眼に半盲症，視野狭窄
さく

または視野変状を残すもの 
 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの 

 ５歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えたもの 
 １手のこ指の用を廃したもの 
 １手のおや指の指骨の一部を失ったもの 

 １下肢
し

を１センチメートル以上短縮したもの 
 １足の第３の足指以下の１または２の足指を失ったもの 
 １足の第２の足指の用を廃したもの，第２の足指を含み２の足指の用
を廃したものまたは第３の足指以下の３の足指の用を廃したもの 
 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 

７％ 

第

14

級 

 １眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの 

 ３歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えたもの 
 １耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができな
い程度になったもの 

 上肢
し

の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 

 下肢
し

の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 
 １手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 
 １手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができな
くなったもの 
 １足の第３の足指以下の１または２の足指の用を廃したもの 
 局部に神経症状を残すもの 

 男子の外貌
ぼう

に醜状を残すもの 

４％ 

 
 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって，各等級の後遺障害に相当するものは，
当該等級の後遺障害とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜別表Ⅲ＞ 搭乗者傷害条項の医療保険金（部位・症状別払）
の医療保険金支払額基準 

 以下の給付金および加算金の規定に従い，搭乗者傷害条項の医療保険金（部位・症状別払）
の医療保険金として支払います。 
１ 治療給付金 
 医師の治療を要した場合に，１回の事故につき１万円を支払います。 

２ 入通院給付金 
 病院または診療所に入院または通院した治療日数（通院した治療日数には，医師による
往診日数を含みます。）の合計が５日以上（５日目の入院または通院の日が事故の発生の日
からその日を含めて180日以内の場合に限ります。）となった場合に，次の表の区分に従い
定められた額を支払います。 

 

症状 
 
 
 
 
 
 

部位 

骨折・ 
脱臼 

打撲・ 
捻挫 
挫傷・ 
熱傷 

欠損・ 
切断 

挫創・ 
挫滅創 
・切創 

神経損
傷また
は断裂 

腱・筋
の損傷
または
断裂 

頭蓋内
血腫ま
たは眼
球の内
出血・
血腫 
（いず
れも皮
下を除
く） 

臓器の
破裂・
損傷お
よび眼
球の破
裂 

その他 

頭部 60万円 ５万円 － 15万円 90万円 － 80万円 － 10万円 

顔面部(眼・ 
歯を除く) 

30万円 ５万円 15万円 ５万円 30万円 － － － ５万円 

眼 － － － － 50万円 － 30万円 50万円 ５万円 

歯 － － 10万円 － － － － － ５万円 

頸部 60万円 ５万円 － 10万円 80万円 － － － 10万円 

腹部･胸部 30万円 ５万円 － 10万円 － － － 80万円 10万円 

背部･腰部･ 
臀部 

60万円 ５万円 － 10万円 90万円 － － － 10万円 

上肢(手指を
除く) 

30万円 ５万円 35万円 ５万円 35万円 35万円 － － 10万円 

手指 15万円 ５万円 10万円 ５万円 15万円 15万円 － － ５万円 

下肢(足指を
除く) 

50万円 ５万円 60万円 ５万円 30万円 30万円 － － 10万円 

足指 20万円 ５万円 10万円 ５万円 15万円 15万円 － － ５万円 
 
３ 手術加算金 
 上記２の入通院給付金が支払われる場合で，手術（医師が治療を直接の目的として，メ
スなどの器具を用いて患部または必要部位の切除，摘出などの処置を施すことをいいま
す。）を受けた場合，５万円を支払います。ただし，１回の事故による傷害について１回の
手術に限ります。また，事故の発生の日からその日を含めて180日以内の手術に限ります。 

４ 救命救急医療加算金 
 上記２の入通院給付金が支払われる場合で，意識障害や昏睡等症状が重篤なため，２日
以上ICU（集中治療室）またはこれに類する治療室で救命救急医療または特定集中治療室管
理に基づく治療（診療報酬の算定方法に定められる救命救急入院料または特定集中治療室
管理料の対象となる治療をいいます。）を受けた場合，20万円を支払います。ただし，１回
の事故による傷害について１回の治療に限ります。また，事故の発生の日からその日を含
めて180日以内の治療に限ります。 

 

＜別表Ⅳ＞ 短期料率表 

既経過 
期間 

 

ま
で 

７
日  

 

 

ま
で 

15
日  

 

 

ま
で 

１
か
月 

 

ま
で 

２
か
月 

 

ま
で 

３
か
月 

 

ま
で 

４
か
月 

 

ま
で 

５
か
月 

 

ま
で 

６
か
月 

 

ま
で 

７
か
月 

 

ま
で 

８
か
月 

 

ま
で 

９
か
月 

 

ま
で 

10
か
月 

 

ま
で 

11
か
月 

短期 
料率 

10％ 15％ 25％ 35％ 45％ 55％ 65％ 70％ 75％ 80％ 85％ 90％ 95％ 

 
 ただし，保険証券記載の保険期間が１年を超える場合，またはこの保険契約に適用される
特約条項の規定により，保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は，当会社の定めると
ころによります。 
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＜別紙＞ 人身傷害補償条項損害額基準 

第１ 傷害による損害 
傷害による損害は，傷害が治癒もしくは症状固定（治療による症状の改善がみられなく

なった状態をいいます。以下同様とします。）するまでの間に被保険者が被った積極損害（救
助捜索費，治療関係費，その他の費用），休業損害および精神的損害とする。 

なお，「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によって，同条第４項に定める医師によ
り「脳死した者の身体」との判定を受けた後，当該身体への処置がされた場合であって，
当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてさ
れたものとみなされる処置（医療給付関係各法の適用がない場合は，医療給付関係各法の
適用があれば，医療の給付としてされたものとみなされる処置を含む。）であるときには，
当該処置に伴い生じた損害を含む。 

１．積極損害 
 救助捜索費 
 社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 
 治療関係費 
ａ 応急手当費 
 緊急欠くことのできない必要かつ妥当な実費とする。 

ｂ 護送費 
 事故発生場所から医療機関までの護送のために必要かつ妥当な実費とする。 

ｃ 診察料 
 初診料，再診料，往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。 

ｄ 入院料 
 入院料は，原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費と
する。ただし，被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合には，上記以外の
病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。 

ｅ 投薬料・手術料・処置費用等 
 治療のために必要かつ妥当な実費とする。 

ｆ 通院費・転院費・入院費または退院費 
 社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 

ｇ 看護料 
 入院中の看護料 
 原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に１日につき4,100円と
する。 
 12歳以下の子供以外の者に近親者等が付き添った場合については，医師の要看護
証明がある場合等医療機関の実状，傷害の態様等からやむを得ない理由がある場合
に限り１日につき4,100円とする。 
 自宅看護料または通院看護料 
 医師が看護の必要性を認めた場合に次の通りとする。ただし，12歳以下の子供の
通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は要しない。 
イ 厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介所の紹介による者 

 立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。 
ロ 近親者等 
 １日につき2,050円とする。 

ｈ 入院中の諸雑費 
 療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料，医師の指示により摂取した栄
養物の購入費，通信費等とし，入院１日につき1,100円とする。 

ｉ 柔道整復師等の費用 
 免許を有する柔道整復師，あんま・マッサージ・指圧師，はり師，きゅう師が行う
施術費用は，必要かつ妥当な実費とする。 

ｊ 義肢等の費用 
 傷害を被った結果，医師が義肢，義歯，義眼，眼鏡（コンタクトレンズを含む），補
聴器，松葉杖，その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り，
必要かつ妥当な実費とする。 

ｋ 診断書等の費用 
 必要かつ妥当な実費とする。 

 文書料 
 交通事故証明書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 
 その他の費用 
 上記 から 以外の損害については，事故との相当因果関係の範囲内で，社会通念上
必要かつ妥当な実費とする。 

２．休業損害 
受傷により収入（専ら被保険者本人の労働の対価として得ているもの）の減少が生じた

場合，減収額に応じて支払うものとし，原則として下記の算式による。なお，被保険者が
所属または勤務する企業等の損害は対象とならない。 
 有職者の場合 
 下記の算定方法による。ただし，１日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびそ
の額の立証が困難な場合は，１日につき5,700円とする。 
 対象休業日数は，実休業日数を基準とし，被保険者の傷害の態様，実治療日数等を勘
案して治療期間の範囲内で決定する。 
ａ 給与所得者 

事故直前３か月間の月例給与等

90日
×対象休業日数 

 事故直前３か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における３か
月の月例給与の合計額（本給及び付加給）とする。ただし，事故前年度の源泉徴収
票に記載された年収額から確認される３か月相当分の額を限度とする。 
 賞与等について，現実に生じた収入の減少があればその額を含める。 
 本給の一部が支給されている場合については，上記金額から対象休業日数に対応
する期間に対して現に支給された額を差し引く。 
 役員報酬は，原則として対象としない。ただし，専ら被保険者本人の労働の対価
として得ている給与と同一視しうるものは給与に含める。 

ｂ 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者 

事故前１か年間の収入額－必要経費

365日
×寄与率×対象休業日数 

 とする。 
 過去１年間の収入額および必要経費は，被保険者本人についての事故前１か年間
の収入額および必要経費とし，確定申告書または市町村による課税証明等の公的な

税務資料により確認された額とする。ただし，公的な税務資料による確認が困難で
ある場合には，収入を証明するその他の資料に基づき，付表Ⅲに定める年齢別平均
給与額の年相当額を上限として決定する。 
 寄与率は，被保険者の収入が事業収入，同一事業に従事する家族総収入等として
計上されている場合には，総収入に対する本人の寄与している割合とする。 

ｃ 自由業者（報酬，料金または謝金により生計を営む者であって，開業医，弁護士，
プロスポーツ選手，芸能人，芸術家，保険代理店主，歩合制の外交員，著述業者，そ
の他これに類する職種の者をいう。） 

事故前１か年間の収入額（固定給を除く）－必要経費

365日
×対象休業日数 

 とする。 
  過去１か年間の収入額，必要経費については，「ｂ 商・工・鉱業者・農林漁業者等
事業所得者および家業従事者」に準ずる。 

ｄ アルバイト・パートタイマー 

事故直前３か月間の月例給与等

90日
×対象休業日数 

 とする。 
 就労日数が極めて少ない場合には，雇用契約書等の立証書類に基づき決定する。 
 休業日数が特定できない場合には，次の方法で対象休業日数を算出する。 

事故直前３か月間の就労日数

90日
×休業した期間の延べ日数 

 家業の手伝いを行っているが，上記ｂの家業従事者に該当する収入がない場合に
は，支払対象とならない。 

 家事従事者の場合 
 現実に家事に従事できなかった日数に対して，１日につき5,700円とする。 
 無職者，金利生活者，地主，家主，恩給，年金生活者，幼児，学生または生活保護法
の被保険者等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象とならない。 

３．精神的損害 
対象日数 入院１日につき8,400円，通院１日につき4,200円 
入院対象日数は実際に入院治療を受けた日数とする。通院対象日数は各期間区分ごとの

総日数から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で，実治療日数の２倍を上限として決
定する。 
ただし，各期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗

じて計算する。 
事故から３か月超６か月までの期間 ：75％ 
事故から６か月超９か月までの期間 ：45％ 
事故から９か月超13か月までの期間 ：25％ 
事故から13か月超の期間  ：15％ 

 

第２ 後遺障害による損害 
後遺障害による損害は，逸失利益，精神的損害，将来の介護料およびその他の損害とす

る。 
なお，後遺障害の等級は別表Ⅱ，年齢別平均給与額は付表Ⅲによる。 

１．逸失利益 
被保険者に後遺障害が残存したことによって，労働能力を喪失した結果生じた得べかり

し経済的利益の損失とし，原則として，下記の ， および に従い次の算式で計算する。 

収入額×労働能力喪失率×
労働能力喪失期間に対応する

ライプニッツ係数  

 被保険者区分別逸失利益計算方法 
ａ 家事従事者以外の有職者 
 下記のいずれか高い額とする。 

 現実収入額×労働能力喪失率×
労働能力喪失期間に対応する

ライプニッツ係数
 

 年齢別平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×
労働能力喪失期間に対応する

ライプニッツ係数
 

  ただし，年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で，労働能力喪失期
間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときに
は，年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。 

ｂ 家事従事者および18歳以上の学生 

 年齢別平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×
労働能力喪失期間に対応する

ライプニッツ係数
 

  ただし，年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で，労働能力喪失期間
中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには，
年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。 

ｃ 幼児および18歳未満の学生 

 18歳平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×
労働能力喪失期間に対応する

ライプニッツ係数
 

  ただし，労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を
上回るものがある場合は，18歳平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年
相当額とする。 

ｄ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者 
 下記のいずれか高い額とする。 

 18歳平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×
労働能力喪失期間に対応する

ライプニッツ係数
 

 
年齢別平均給与額

の年相当額の50％
×労働能力喪失率×

労働能力喪失期間に対応する

ライプニッツ係数
 

 支払方法 
 下記ａの方法とする。ただし，下記「３．将来の介護料」の において「  定期金
による支払」の規定に従い介護料を定期金として支払う場合にはｂの方法とすることが
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できる。 
ａ 一時金による支払 
 上記 の算式で算出した額を一時金として支払う。 

ｂ 定期金による支払 
 後遺障害の症状固定日から６か月毎に常に介護を要する状態が継続する限り，収入
額に労働能力喪失率を乗じた額を定期金として労働能力喪失期間支払う。なお，収入
額は上記 のａからｄの被保険者区分に従い決定する。 
 ただし，定期金の支払開始後に後遺障害者が死亡した場合は，その死亡時の年齢を
もとに次の算式で算出した額を一時金として支払う。この場合，収入額は被保険者の
後遺障害の症状固定日時点での上記 のａからｄの被保険者区分に従い，また，労働
能力喪失期間は症状固定日時点での状況等により決定する。 

収入額×
労働能力喪失期間から症状固定日以降生存していた期間を

控除した期間に対応するライプニッツ係数
 

 収入額，労働能力喪失率・喪失期間，中間利息控除方法 
 上記 および の算式における収入額，労働能力喪失率，労働能力喪失期間およびラ
イプニッツ係数は，下記のとおりとする。 
ａ 収入額 

 「現実収入額」は，事故前１か年間または後遺障害確定前１か年間に労働の対価
として得た収入額のいずれか高い額とし，確定申告書または市町村による課税証明
等の公的な税務資料により確認された額とする。 
 なお，定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には，
収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢
平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとする。 
 「年齢別平均給与額」，「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は，付表
Ⅲによる。 
 「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り，被保険者の症状固定時の年齢に
よる。 

ｂ 労働能力喪失率 
 障害の部位・程度，被保険者の年齢，現実の減収額，将来の収入の蓋然性等を勘案
して決定する。ただし，付表Ⅰに定める各等級に対応する喪失率を上限とする。 

ｃ 労働能力喪失期間 
 障害の部位・程度，被保険者の年齢，現実の減収額，将来の収入の蓋然性等を勘案
して決定する。ただし，付表Ⅳに定める就労可能年数の範囲内とする。 

ｄ ライプニッツ係数 
 労働能力喪失期間（年数）に対応するライプニッツ係数は，付表Ⅱによる。 

２．精神的損害 
後遺障害等級別に下記の金額とする。 
 別表Ⅱの１の後遺障害 

 第１級 1,600万円 第２級 1,300万円 
ただし，父母，配偶者，子のいずれかがいる場合は，第１級2,000万円，第２級1,500万

円とする。 
 
 別表Ⅱの２の後遺障害 

 第１級 1,600万円 第８級 400万円 
 第２級 1,300万円 第９級 300万円 
 第３級 1,100万円 第10級 200万円 
 第４級 900万円 第11級 150万円 
 第５級 750万円 第12級 100万円 
 第６級 600万円 第13級 60万円 
 第７級 500万円 第14級 40万円 

ただし，第１級，第２級および第３級に該当する者で，父母，配偶者，子のいずれかが
いる場合は，第１級2,000万円，第２級1,500万円，第３級1,250万円とする。 

３．将来の介護料 
将来の介護料は後遺障害の症状固定後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし，下

記のとおり算定する。 
 別表Ⅱの１の第１級に該当する後遺障害者で，かつ，終日寝たきり，四肢の麻痺また
は知的機能の低下により，常に介護を要すると認められる場合 
ａ 介護料 
 １か月につき16万円とする。 

ｂ 支払方法 
 原則として下記 による。ただし，障害の態様，医師の診断等に照らし，当会社が
一時金による支払が妥当と認める場合には， による。 
 定期金による支払 
 後遺障害の症状固定日から６か月毎に，常に介護を要する状態が継続する限り，
介護料を定期金として支払う。 
 一時金による支払 
 介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金とし
て支払う。 

ｃ 介護期間 
 障害の態様，医師の診断等を勘案し，付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定する。 

ｄ ライプニッツ係数 
 介護期間に対応するライプニッツ係数は，付表Ⅱによる。 

 別表Ⅱの１の第２級または別表Ⅱの２の第１級，第２級，第３級３号もしくは４号に
該当する後遺障害者で，かつ，随時介護を要すると認められる場合 
ａ 介護料 
 １か月につき，８万円とする。 

ｂ 支払方法 
 介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として
支払う。 

ｃ 介護期間 
 障害の態様，医師の診断等を勘案し，付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定する。 

ｄ ライプニッツ係数 
 介護期間に対応するライプニッツ係数は，付表Ⅱによる。 

４．その他の損害 
上記１．から３．以外の後遺障害による損害は，社会通念上必要かつ妥当な実費とし，

500万円を限度とする。 

第３ 死亡による損害 
死亡による損害は，葬祭費，逸失利益，精神的損害およびその他の損害とする。 

１．葬祭費 
60万円とする。ただし，立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は，100

万円を限度に，実費とする。 
２．逸失利益 

被保険者が死亡したことによって，労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利
益の損失（年金および恩給を除く）とし，下記の および に従い次の算式で計算する。 

（収入額－生活費）×
就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数  

 被保険者区分別逸失利益計算方法 
ａ 家事従事者以外の有職者 
 下記のいずれか高い額とする。 

 （現実収入額－生活費）×
就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数
 

 （年齢別平均給与額の年相当額－生活費）×
就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数
 

  ただし，年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で，労働能力喪失期
間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときに
は，年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。 

ｂ 家事従事者および18歳以上の学生 

 （年齢別平均給与額の年相当額－生活費）×
就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数
 

  ただし，年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で，労働能力喪失期間
中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには，
年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。 

ｃ 幼児および18歳未満の学生 

 （全年齢平均給与額の年相当額－生活費）×
就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数
 

ｄ 上記ａ，ｂ，ｃ以外の者で，十分働く意思と能力を有している無職者 
 下記のいずれか高い額とする。 

 （18歳平均給与額の年相当額－生活費）×
就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数
 

 （年齢別平均給与額の年相当額の50％－生活費）×
就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数
 

 収入額，生活費，就労可能年数，中間利息控除方法 
 上記 の算式における収入額，生活費，就労可能年数，ライプニッツ係数は，下記の
とおりとする。 
ａ 収入額 

 「現実収入額」は，事故前１か年間に労働の対価として得た収入額とし，確定申
告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。 
 なお，定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には，
収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢
平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとする。 
 「年齢別平均給与額」，「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表Ⅲ
による。 

  「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り，被保険者の死亡時の年齢による。 
ｂ 生活費 
 生活費は，被扶養者の人数に応じて，収入額に対する下記の割合の額とする。 
 被扶養者がない場合 50％ 
 被扶養者が１人の場合 40％ 
 被扶養者が２人の場合 35％ 
 被扶養者が３人以上の場合 30％ 

  「被扶養者」とは被保険者に現実に扶養されていた者をいう。 
ｃ 就労可能年数 
 就労可能年数は，付表Ⅳによる。 

ｄ ライプニッツ係数 
 就労可能年数に対応するライプニッツ係数は，付表Ⅳによる。 

３．精神的損害 
被保険者の属性別に下記の金額とする。 
被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円 
被保険者が65歳以上の者である場合 1,500万円 
被保険者が上記以外の場合  1,600万円 

４．その他の損害 
上記１．から３．以外の死亡による損害は，社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 
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付表Ⅰ 労働能力喪失率表 
 

障害等級 労働能力喪失率 

別表Ⅱの１ 
第１級 

第２級 

100／100 

100／100 

別表Ⅱの２ 

第１級 

第２級 

第３級 

第４級 

第５級 

第６級 

第７級 

第８級 

第９級 

第10級 

第11級 

第12級 

第13級 

第14級 

100／100 

100／100 

100／100 

 92／100 

 79／100 

 67／100 

 56／100 

 45／100 

 35／100 

 27／100 

 20／100 

 14／100 

  9／100 

  5／100 
 
 

付表Ⅱ ライプニッツ係数表 
 

期間 ライプニッツ係数 期間 ライプニッツ係数 

年 
１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

 
 0.9523 
 1.8594 
 2.7232 
 3.5459 
 4.3294 
 5.0756 
 5.7863 
 6.4632 
 7.1078 
 7.7217 
 8.3064 
 8.8632 
 9.3935 
 9.8986 
10.3796 
10.8377 
11.2740 
11.6895 
12.0853 
12.4622 
12.8211 
13.1630 
13.4885 
13.7986 
14.0939 
14.3751 
14.6430 
14.8981 
15.1410 
15.3724 
15.5928 
15.8026 
16.0025 
16.1929 

年 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
 

 
16.3741 
16.5468 
16.7112 
16.8678 
17.0170 
17.1590 
17.2943 
17.4232 
17.5459 
17.6627 
17.7740 
17.8800 
17.9810 
18.0771 
18.1687 
18.2559 
18.3389 
18.4180 
18.4934 
18.5651 
18.6334 
18.6985 
18.7605 
18.8195 
18.8757 
18.9292 
18.9802 
19.0288 
19.0750 
19.1191 
19.1610 
19.2010 
19.2390 

 
 
（注）幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり，

労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は，終期までの年数に対応する係数
から就労の始期（18歳）までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。 

 （例）10歳，労働能力喪失期間20年の場合 
   12.4622（20年の係数）－6.4632（８年の係数）＝5.999 
 

付表Ⅲ 年齢別平均給与額・全年齢平均給与額表 
（平均月額） 

 
年齢 男 子 女 子 年齢 男 子 女 子 

歳 
全年齢 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

円 
415,400 
187,400 
199,800 
219,800 
239,800 
259,800 
272,500 
285,900 
298,900 
312,000 
325,000 
337,300 
349,600 
361,800 
374,100 
386,400 
398,000 
409,600 
421,300 
432,900 
444,500 
450,500 
456,600 
462,600 
468,600 
474,700 

円 
275,100 
169,600 
175,800 
193,800 
211,900 
230,000 
238,700 
247,400 
256,000 
264,700 
273,400 
278,800 
284,100 
289,400 
294,700 
300,100 
301,900 
303,700 
305,500 
307,300 
309,100 
307,900 
306,800 
305,600 
304,500 
303,300 

歳 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68～ 

円 
478,300 
482,000 
485,600 
489,300 
492,900 
495,500 
498,100 
500,700 
503,300 
505,800 
500,700 
495,500 
490,300 
485,200 
480,000 
455,400 
430,900 
406,300 
381,700 
357,200 
350,100 
343,000 
336,000 
328,900 
321,800 
314,800 

円 
301,000 
298,800 
296,500 
294,300 
292,000 
291,800 
291,700 
291,600 
291,400 
291,300 
288,500 
285,600 
282,800 
280,000 
277,200 
269,000 
260,900 
252,700 
244,500 
236,400 
236,400 
236,400 
236,500 
236,500 
236,500 
236,600 
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付表Ⅳ 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表 
〔１〕 18歳未満の者に適用する表 
 

幼児･学生･働く意思と能力を有する者 有 職 者 
年齢 

就労可能年数 ライプニッツ係数 就労可能年数 ライプニッツ係数 

  歳 
0 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
 

15 
16 
17 

  年 
49 
49 
49 
49 
49 
 
49 
49 
49 
49 
49 
 
49 
49 
49 
49 
49 
 
49 
49 
49 

 
 7.549 
 7.927 
 8.323 
 8.739 
 9.176 

 
 9.635 
10.117 
10.623 
11.154 
11.712 

 
12.297 
12.912 
13.558 
14.236 
14.947 

 
15.695 
16.480 
17.304 

  年 
67 
66 
65 
64 
63 
 
62 
61 
60 
59 
58 
 
57 
56 
55 
54 
53 
 
52 
51 
50 

 
19.239 
19.201 
19.161 
19.119 
19.075 

 
19.029 
18.980 
18.929 
18.876 
18.820 

 
18.761 
18.699 
18.633 
18.565 
18.493 

 
18.418 
18.339 
18.256 

 
（注） 幼児・18歳未満の学生および働く意思と能力を有する者（有職者・家事従事者，18

歳以上の学生以外）の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は，下記（例）に準
じて算出する。 

 （例） ３歳の幼児 
   就労の終期（67歳）までの年数64年（67年－３年）に対応する係数  19.119 
   就労の始期（18歳）までの年数15年（18年－３年）に対応する係数  10.380 
   就労可能年数49年（64年－15年） 
   適用する係数  8.739（19.119－10.380） 
〔２〕 18歳以上の者に適用する表 
 

年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数 年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数 

歳 
18 
19 
 

20 
21 
22 
23 
24 
 

25 
26 
27 
28 
29 
 

30 
31 
32 
33 
34 
 

35 
36 
37 
38 
39 
 

40 
41 
42 
43 
44 
 

45 
46 
47 
48 
49 
 

50 
51 
52 
53 
54 
 

55 
56 
57 

  年 
49 
48 
 
47 
46 
45 
44 
43 
 
42 
41 
40 
39 
38 
 

37 
36 
35 
34 
33 
 

32 
31 
30 
29 
28 
 
27 
26 
25 
24 
23 
 
22 
21 
20 
19 
18 
 

17 
16 
15 
14 
13 
 

13 
12 
12 

 
18.169 
18.077 

 
17.981 
17.880 
17.774 
17.663 
17.546 

 
17.423 
17.294 
17.159 
17.017 
16.868 

 
16.711 
16.547 
16.374 
16.193 
16.003 

 
15.803 
15.593 
15.372 
15.141 
14.898 

 
14.643 
14.375 
14.094 
13.799 
13.489 

 
13.163 
12.821 
12.462 
12.085 
11.690 

 
11.274 
10.838 
10.380 
 9.899 
 9.394 

 
 9.394 
 8.863 
 8.863 

歳 
58 
59 
 
60 
61 
62 
63 
64 
 
65 
66 
67 
68 
69 
 
70 
71 
72 
73 
74 
 
75 
76 
77 
78 
79 
 
80 
81 
82 
83 
84 
 
85 
86 
87 
88 
89 
 
90 
91 
92 
93 
94 
 
95 
96 
97～ 

  年 
11 
11 
 
11 
10 
10 
9 
9 
 
9 
8 
8 
8 
7 
 
7 
7 
6 
6 
6 
 
5 
5 
5 
5 
4 
 
4 
4 
4 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

 
8.306 
8.306 

 
8.306 
7.722 
7.722 
7.108 
7.108 

 
7.108 
6.463 
6.463 
6.463 
5.786 

 
5.786 
5.786 
5.076 
5.076 
5.076 

 
4.329 
4.329 
4.329 
4.329 
3.546 

 
3.546 
3.546 
3.546 
2.723 
2.723 

 
2.723 
2.723 
2.723 
2.723 
1.859 

 
1.859 
1.859 
1.859 
1.859 
1.859 

 
1.859 
1.859 
1.859 

 

付表Ⅴ 第18回生命表による平均余命 
（単位：年） 

 
 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 

男 
女 

76.38 
82.85 

75.73 
82.17 

74.78 
81.21 

73.82 
80.25 

72.85 
79.27 

71.87 
78.29 

70.88 
77.30 

69.90 
76.31 

68.92 
75.33 

67.93 
74.34 

 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 

男 
女 

66.94 
73.34 

65.95 
72.35 

64.97 
71.36 

63.98 
70.37 

62.99 
69.38 

62.00 
68.39 

61.02 
67.40 

60.05 
66.42 

59.08 
65.43 

58.12 
64.45 

 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 

男 
女 

57.16 
63.46 

56.21 
62.48 

55.25 
61.50 

54.29 
60.52 

53.33 
59.54 

52.37 
58.56 

51.40 
57.57 

50.44 
56.59 

49.48 
55.61 

48.51 
54.63 

 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 

男 
女 

47.55 
53.65 

46.59 
52.67 

45.62 
51.69 

44.66 
50.72 

43.70 
49.74 

42.74 
48.77 

41.78 
47.79 

40.82 
46.82 

39.87 
45.85 

38.91 
44.88 

 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 

男 
女 

37.96 
43.91 

37.02 
42.95 

36.08 
41.99 

35.14 
41.03 

34.21 
40.07 

33.28 
39.12 

32.36 
38.18 

31.45 
37.23 

30.55 
36.30 

29.65 
35.36 

 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 

男 
女 

28.75 
34.43 

27.87 
33.50 

26.99 
32.58 

26.12 
31.65 

25.26 
30.74 

24.41 
29.82 

23.56 
28.91 

22.72 
28.00 

21.89 
27.10 

21.08 
26.20 

 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 

男 
女 

20.28 
25.31 

19.49 
24.42 

18.72 
23.54 

17.96 
22.67 

17.21 
21.80 

16.48 
20.94 

15.76 
20.09 

15.04 
19.24 

14.34 
18.40 

13.65 
17.58 

 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 

男 
女 

12.97 
16.76 

12.30 
15.95 

11.65 
15.16 

11.02 
14.38 

10.40 
13.62 

 9.81 
12.88 

 9.23 
12.16 

 8.67 
11.45 

 8.14 
10.77 

 7.62 
10.11 

 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 

男 
女 

 7.13 
 9.47 

 6.67 
 8.86 

 6.23 
 8.27 

 5.81 
 7.71 

 5.42 
 7.17 

 5.05 
 6.67 

 4.71 
 6.20 

 4.40 
 5.77 

 4.11 
 5.36 

 3.84 
 4.99 

 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 

男 
女 

 3.58 
 4.64 

 3.35 
 4.33 

 3.14 
 4.04 

 2.95 
 3.78 

 2.77 
 3.54 

 2.60 
 3.33 

 2.44 
 3.14 

 2.30 
 2.96 

 2.16 
 2.80 

 2.04 
 2.65 

 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 

男 
女 

 1.92 
 2.51 

 1.81 
 2.38 

 1.71 
 2.26 

 1.61 
 2.16 

 1.52 
 2.05 

 1.44 
 1.96 

 1.36 
 1.87 

 1.28 
 1.79 

 1.21 
 1.71 

 1.15 
 1.64 

 110歳 111歳         

男 
女 

 1.09 
 1.57 

- 
 1.50 
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 Ⅴ．特約条項  

ご契約条件により自動的に付帯される特約条項，お申し出により任意に付帯することができ
る特約条項があります。 
特約条項欄に ★ のある特約条項は，ご契約条件により自動的に付帯されます。 
 

証券上の表示（略称等） 
特 約 条 項 

[自動的に付帯される場合の契約条件] 

記載 
ページ 

 運転者家族限定特約 
 

割引・割増等－適用料率欄に「家族限定割引」，
運転者の条件－限定運転者欄に「［特定運転者
名］およびそのご家族」と表示されます。 

21 

 運転者本人・配偶者限定
特約  

割引・割増等－適用料率欄に「本人・夫婦限定
割引」，運転者の条件－限定運転者欄に「［特定
運転者名］（配偶者を含む）」と表示されます。 

21 

 家族運転者等の年齢条
件特約 

 
運転者の条件－運転者年齢条件欄に「＿歳以上
補償」と表示されます。 

21 

 同居の子供年齢条件追
加特約  

運転者の条件－子供年齢条件欄に「＿歳以上補
償」または「年齢を問わず補償」と表示されま
す。 

21 

表示されません。  年齢条件特約の不適用
に関する特約 ★ 

家族運転者等の年齢条件特約をご契約の場合 
21 

他車運転危険補償特約  他車運転危険補償特約 
★ 賠償責任保険（対人または対物賠償）をご契約

の場合 

21 

 ファミリーバイク特約
（自損事故傷害あり） 

 
ファミリーバイク特約自損事故傷害あり 

22 

 ファミリーバイク特約
（人身傷害あり） 

 
ファミリーバイク特約人身傷害あり 

22 

法律相談費用補償特約  法律相談費用補償特約 
★ 法律相談費用を補償されない条件でご契約の場

合を除き，すべてのご契約に付帯されます。 

23 

 弁護士費用等補償特約  弁護士費用等補償特約 23 

 対物超過修理費用補償
特約 

 
対物超過修理費用補償特約 

24 

自損事故傷害の補償欄に保険金額が表示されます。 自損事故傷害特約 
★ 

賠償責任保険（対人賠償）をご契約の場合 
25 

 無保険車事故傷害特約 無保険車傷害の補償欄に保険金額が表示されます。

 
★ 

賠償責任保険（対人賠償）をご契約の場合 
26 

 人身傷害の被保険自動
車搭乗中のみ補償特約 

 
被保険自動車搭乗中のみ補償特約 

28 

人身交通傷害補償特約 （注２）  人身傷害に関する交通
事故危険補償特約 ★ 

契約条件にかかわらず自動的に付帯されます。 
28 

 人身傷害諸費用補償特
約 

 
入院時選べるアシスト特約 

28 

 車対車「車両損害」補償
特約（相手自動車確認条件
付） 

 
車対車 

31 

 車両危険限定補償特約
（Ａ） 

 
限定Ａ 

31 

 車両保険の免責金額に
関する特約 

 
車対車免ゼロ特約 

31 

 車両盗難不担保特約  車両盗難不担保特約 31 

 地震・噴火・津波危険「車
両損害」補償特約 

 
地震・噴火・津波補償 

31 

表示されません。  車両保険の適用範囲に
関する特約 ★ お車の種類がタンク車，ふん尿車等で車両保険

をご契約の場合 

31 

表示されません。  車両価額協定保険特約 
★ 

車両保険をご契約の場合 
31 

 車両新価保険特約 
 

車両新価保険特約 
なお，お車の補償欄に新価保険金額が表示され
ます。 

32 

盗難に関する代車等費用補償特約  盗難に関する代車等費
用補償特約 ★ 車両保険をご契約の場合（レンタカーを除きま

す。） 

33 

 事故時レンタカー費用
の支払対象日数に関する特
約（10日間） 

 
事故時レンタカー費用 支払日数10日限度 

33 

 代車等費用補償特約（修
理期間定額払） 

 
代車等費用定額払 

33 

 代車等費用の支払対象
日数に関する特約（定額
払・10日間） 

 
代車等費用定額払 支払日数10日限度 

33 

 

 
証券上の表示（略称等） 

特 約 条 項 
[自動的に付帯される場合の契約条件] 

記載 
ページ 

 身の回り品補償特約  身の回り品補償特約 33 

 車両全損時諸費用補償
特約 

 
車両全損時諸費用補償特約 

34 

 車両修理時諸費用補償
特約 

 
車両修理時諸費用補償特約 

35 

表示されません。  リースカーに関する特
約 

★ 「リースカーの自動車保険に関する特約」が締
結されており，同特約第１条に定める自動車の
ご契約の場合 

35 

 等級プロテクト特約（一
般用） 

 
等級プロテクト特約 

35 

 車対車事故限定等級プ
ロテクト特約 

（相手自動車確認条件付） 
 

プロテクト対象限定 
35 

 団体扱特約（一般Ａ）  団体扱特約（一般Ａ） 35 

 団体扱特約（一般Ｂ）  団体扱特約（一般Ｂ） 36 

 団体扱特約（一般Ｃ）  団体扱特約（一般Ｃ）または（退職者Ｃ） 36 

 団体扱特約  団体扱特約 37 

 団体扱特約（口座振替方
式） 

 
団体扱特約（口振方式）または（退職者口振） 

37 

 集団扱特約  集団扱特約 38 

 集団扱の保険料払込み
に関する特約 

 
集団扱の保険料払込み特約 

38 

表示されません。  異動追加返還保険料の
集金者経由払に関する特約 ★ 団体扱契約・集団扱契約で，本特約第１条に定

める覚書が締結されている場合 

38 

 保険料分割払特約  一般分割払 または 一般分割払12回口座振替 39 

 保険料分割払特約（大口）  大口分割 39 

 長期保険保険料分割払
特約 

 
長期分割特約 

39 

 月掛12回払特約  月掛12回払 または 月掛12回払口座振替 40 

 初回保険料の口座振替
に関する特約 

 
初回保険料口座振替特約 

41 

異動保険料口座決済に関する特約  異動追加返還保険料の
口座決済に関する特約 

★ 

保険料分割払特約，保険料分割払特約（大口）
もしくは長期保険保険料分割払特約が締結され
ており，かつ，保険料払込方式が口座振替の方
法で行われる場合または初回保険料の口座振替
に関する特約をご契約の場合（月掛12回払特約
が付帯される場合を除きます。） 

41 

 異動追加返還保険料に
関する特約（大口分割払用） 

 
異動保険料に関する特約（大口） 

42 

更正保険料口座決済に関する特約  更正保険料の口座決済
に関する特約 ★ 異動追加返還保険料の口座決済に関する特約が

付帯される場合 

42 

 クレジットカードによ
る保険料支払に関する特約 

 
クレジットカード払特約 

43 

 保険契約の自動継続に
関する特約 

 
保険契約の自動継続に関する特約 

43 

表示されません。  継続契約の取扱いに関
する特約 ★ 保険契約の自動継続に関する特約をご契約され

ていない場合など 

44 

 追加保険料の払込猶予
（30日間）に関する特約 

 
追加保険料の払込みに関する特約 

44 

 通信による契約申込み
に関する特約 

 
通信による契約申込に関する特約 

45 

 インターネット等によ
る通信販売に関する特約 

 
インターネット特約 

45 

 日常生活賠償責任補償
特約 

 
日常生活賠償責任補償特約 
 保険金額 無制限 免責金額なし 

45 

賠償事故解決に関する特約  賠償事故解決に関する
特約（日常生活賠償責任補
償特約用） 

★ 
日常生活賠償責任補償特約をご契約の場合 

46 

共同保険会社名および引受割合が表示されます。  共同保険に関する特約 
★ 

共同保険でご契約の場合 
46 

 
（注１）適用される契約条件の詳細は各特約条項をご覧ください。 

（注２）「  人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約」が付帯されている場合は表示
されません。 
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 運転者家族限定特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）について運転
する者を特定の者（１名に限るものとし，被保険自動車について普通保険約款賠償責任条
項の適用がある場合は，保険証券記載の被保険者（被保険自動車を主に使用する者をいい
ます。）とします。以下「特定運転者」といいます。）およびその家族に限定する旨保険証
券に記載されている場合に適用されます。 

第２条（家族の定義） 
この特約において，家族とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 特定運転者の配偶者（内縁を含みます。以下この条において，同様とします。） 
 特定運転者またはその配偶者の同居の親族 
 特定運転者またはその配偶者の別居の未婚の子 

第３条（限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い） 
① 当会社は，この特約により，保険証券記載の特定運転者およびその家族以外の者が被保
険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払
いません。ただし，次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては，
この限りではありません。 

 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について
生じた事故 
 自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，陸送業，運転代行業等自
動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，およびこれらの者が法人
である場合はその理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）
が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車に
ついて生じた普通保険約款賠償責任条項第１条（この条項の補償内容）第１項に定める
対人事故および同条第２項に定める対物事故 

② 前項の規定にかかわらず，保険証券記載の保険期間（この特約が保険期間の中途で付帯
された場合は，異動承認書記載の異動日から保険期間末日までをいいます。以下「保険期
間」といいます。）の初日の時点で，前条各号のいずれかに該当していた者については，同
項の規定を適用しません。ただし，保険契約者または特定運転者から，該当していた事実
を確認できる公的資料等の提出があり，当会社が妥当と認めた場合に限ります。 

③ 当会社は，前項の規定を適用する場合には，その前条各号に該当する者が家族に該当し
なくなった事実の発生日（以下「事実の発生日」といいます。）以後の期間に対し，当会社
の定めるところに従い追加保険料を請求します。 

④ 前項において，保険契約者または特定運転者は，事実の発生日について，当会社が妥当
と認める資料の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合，または提出され
た資料によって事実の発生日が特定できない場合は，当会社は，保険期間の初日以後の期
間に対し，当会社の定めるところに従い追加保険料を請求します。 

⑤ 当会社は，保険契約者が前２項の追加保険料の払込みを怠った場合は，第２項の規定は
適用しません。 

 運転者本人・配偶者限定特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）について運転
する者を特定の者（１名に限るものとし，被保険自動車について普通保険約款賠償責任条
項の適用がある場合は，保険証券記載の被保険者（被保険自動車を主に使用する者をいい
ます。）とします。以下「特定運転者」といいます。）およびその配偶者（内縁を含みます。
以下同様とします。）に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。 

第２条（限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い） 
① 当会社は，この特約により，保険証券記載の特定運転者およびその配偶者以外の者が被
保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支
払いません。ただし，次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対して
は，この限りではありません。 

 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について
生じた事故 
 自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，陸送業，運転代行業等自
動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，およびこれらの者が法人
である場合はその理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）
が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車に
ついて生じた普通保険約款賠償責任条項第１条（この条項の補償内容）第１項に定める
対人事故および同条第２項に定める対物事故 

② 前項の規定にかかわらず，保険証券記載の保険期間（この特約が保険期間の中途で付帯
された場合は，異動承認書記載の異動日から保険期間末日までをいいます。以下「保険期
間」といいます。）の初日の時点で，特定運転者の配偶者であった者（以下「元配偶者」と
いいます。）については，同項の規定を適用しません。ただし，保険契約者または特定運転
者から，該当していた事実を確認できる公的資料等の提出があり，当会社が妥当と認めた
場合に限ります。 

③ 当会社は，前項の規定を適用する場合には，元配偶者が特定運転者の配偶者に該当しな
くなった事実の発生日（以下「事実の発生日」といいます。）以後の期間に対し，当会社の
定めるところに従い追加保険料を請求します。 

④ 前項において，保険契約者または特定運転者は，事実の発生日について，当会社が妥当
と認める資料の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合，または提出され
た資料によって事実の発生日が特定できない場合は，当会社は，保険期間の初日以後の期
間に対し，当会社の定めるところに従い追加保険料を請求します。 

⑤ 当会社は，保険契約者が前２項の追加保険料の払込みを怠った場合は，第２項の規定は
適用しません。 

 家族運転者等の年齢条件特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）を運転する者
の年齢条件（以下「運転者年齢条件」といいます。）が保険証券に記載されている場合に適
用されます。 

第２条（運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い） 
当会社は，この特約により，次の各号のいずれかに掲げる者のうち，保険証券記載の運

転者年齢条件に該当しない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては，保険金を支払いません。 
 保険証券記載の被保険者（被保険自動車を主に使用する者をいいます。以下「記名被
保険者」といいます。） 
 記名被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。） 
 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 

 前３号のいずれかに該当する者の業務（家事を除きます。）に従事中の使用人 

 同居の子供年齢条件追加特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，次条に定める子供の年齢条件（以下「子供年齢条件」といいます。）が保険
証券に記載されている場合に適用されます。 

第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
この特約において，被保険者とは，保険証券記載の被保険者（保険証券記載の自動車（以

下「被保険自動車」といいます。）を主に使用する者をいいます。以下この条において，「記
名被保険者」といいます。）またはその配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）の
子およびその配偶者（ただし，これらは記名被保険者またはその配偶者と同居の場合に限
ります。これらを総称して，「子供」といいます。）をいいます。 

第３条（子供年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い） 
当会社は，この特約により，保険証券記載の子供年齢条件に該当しないこの特約の被保

険者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては，保
険金を支払いません。 

第４条（家族運転者等の年齢条件特約の適用の特則） 
子供年齢条件に該当する第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者）の被保険者に

対しては，この保険契約に付帯されている家族運転者等の年齢条件特約は適用されません。 
第５条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については，この特約の趣旨に反しない限り，この保険契約
の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。 

 年齢条件特約の不適用に関する特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に，家族運転者等の年齢条件特約または同居の子供年齢条件
追加特約（以下これらの特約を総称して，「年齢条件特約」といいます。）が適用されてい
る場合に限り適用されます。 

第２条（この特約の補償内容） 
① 当会社は，この特約により，保険証券記載の自動車（以下この条において，「被保険自動
車」といいます。）を運転する者に合致する条件への年齢条件特約の変更手続き漏れがあっ
た場合で，この保険契約に適用されている年齢条件特約の補償対象とはならない運転者が
被保険自動車を運転中に生じた事故による損害または傷害に対しては，年齢条件特約にか
かわらず，この普通保険約款およびこれに付帯される年齢条件特約以外の特約の規定に従
い保険金を支払います。ただし，この保険契約に適用されている普通保険約款賠償責任条
項の保険金に限ります。 

② 当会社は，前項の規定にかかわらず，保険証券記載の被保険者（被保険自動車を主に使
用する者をいいます。以下「記名被保険者」といいます。）が，年齢条件特約に定める運転
者年齢条件を満たしていない場合は，年齢条件特約の補償対象とはならない運転者が被保
険自動車を運転中に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 第１項の取扱いは，保険証券記載の保険期間中１回に限ります。 
第３条（支払保険金の計算） 
① 当会社は，前条の規定により年齢条件特約を適用せず，事故による損害または傷害に対
して保険金を支払う場合には，次の各号のいずれかに定めるところによります。 

 記名被保険者またはその配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）の子およびそ
の配偶者（ただし，これらは記名被保険者またはその配偶者と同居の場合に限ります。
以下これらを総称してこの項において，「子供」といいます。）が運転していた事故で，
同居の子供年齢条件追加特約の付帯がない場合 
 この保険契約に適用されている保険料の，事故を起こした子供の年齢に合致する も
近い年齢条件で同居の子供年齢条件追加特約を付帯した場合の保険料に対する割合によ
り，保険金を削減して支払います。 
 子供が運転していた事故で，同居の子供年齢条件追加特約の付帯がある場合 
 この保険契約に適用されている保険料の，事故を起こした子供の年齢に合致する も
近い同居の子供年齢条件追加特約の年齢条件に変更した場合の保険料に対する割合によ
り，保険金を削減して支払います。 
 子供以外が運転していた事故で同居の子供年齢条件追加特約の付帯がある場合 
 この保険契約に適用されている保険料から同居の子供年齢条件追加特約を差し引いた
保険料の，事故を起こした運転者の年齢に合致する も近い年齢条件で家族運転者等の
年齢条件特約を付帯（家族運転者等の年齢条件特約の削除を含みます。）した場合の保険
料に対する割合により，保険金を削減して支払います。 
 子供以外が運転していた事故で同居の子供年齢条件追加特約の付帯がない場合 
 この保険契約に適用されている保険料の，事故を起こした運転者の年齢に合致する
も近い年齢条件で家族運転者等の年齢条件特約を付帯（家族運転者等の年齢条件特約の
削除を含みます。）した場合の保険料に対する割合により，保険金を削減して支払います。 

② 前項の保険料は普通保険約款賠償責任条項第１条（この条項の補償内容）第１項に定め
る対人事故の場合は対人賠償に係る保険料とし，同条第２項に定める対物事故の場合は対
物賠償に係る保険料とします。 

③ 第１項の規定により当会社が保険金を支払う場合は，普通保険約款賠償責任条項第７条
（当会社による援助），同条項第８条（当会社による解決）および同条項第９条（損害賠償
請求権者の直接請求権）の規定は適用せず，かつ，これらの規定にかかわる費用に対して
は，保険金を支払いません。 

第４条（他車運転危険補償特約についての特則） 
当会社は，この特約により，この保険契約に他車運転危険補償特約が適用されている場

合には，同特約第４条（車両損害についての特則）に規定する車両損害に関し同特約第３
条（この特約の補償内容－賠償責任）第１項に定める被保険者が法律上の損害賠償責任を
負担する損害に対しては，保険金を支払いません。 

 他車運転危険補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券記載の被保険者（保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」
といいます。）を主に使用する者をいいます。以下「記名被保険者」といいます。）が個人
である場合に適用されます。 

第２条（他の自動車の定義） 
この特約において，他の自動車とは，記名被保険者，その配偶者（内縁を含みます。以

下同様とします。）または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車
（所有権留保条項付売買契約により購入した自動車，および１年以上を期間とする貸借契
約により借り入れた自動車を含みます。以下同様とします。）以外の自動車であって，その
用途および車種が自家用普通乗用車，自家用小型乗用車，自家用軽四輪乗用車，自家用普
通貨物車（ 大積載量0.5トン超２トン以下），自家用普通貨物車（ 大積載量0.5トン以下），
自家用小型貨物車，自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車（キャンピング車）である
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ものをいいます。ただし，記名被保険者，その配偶者または記名被保険者もしくはその配
偶者の同居の親族が常時使用する自動車を除きます。 

第３条（この特約の補償内容－賠償責任） 
① 当会社は，記名被保険者，その配偶者，記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族
または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子が，自ら運転者として運転中（駐
車または停車中を除きます。以下同様とします。）の他の自動車を被保険自動車とみなして，
被保険自動車の保険契約の条件に従い，普通保険約款賠償責任条項（被保険自動車につい
て適用される他の特約を含みます。）を適用します。ただし，この場合における被保険者は，
記名被保険者，その配偶者，記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被
保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子に限ります。 

② 当会社は，この特約により，普通保険約款賠償責任条項第１条（この条項の補償内容）
第３項の規定にかかわらず，他の自動車について生じた１回の対人事故による同条第１項
の損害に対して，自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済（以下この項に
おいて，「自賠責保険等」といいます。）によって支払われる金額がある場合は，対人賠償
損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り，その超過額に対
してのみ保険金を支払います。 

第４条（車両損害についての特則） 
当会社は，普通保険約款賠償責任条項第４条（保険金をお支払いしない場合）第６項の

規定にかかわらず，この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており，かつ，被保
険者（前条第１項の被保険者をいいます。以下この条において，同様とします。）が運転中
の他の自動車を被保険自動車とみなして同条項（同条項に適用される他の特約を含みま
す。）および普通保険約款一般条項を適用した場合に当会社が保険金を支払うべき損害が当
該他の自動車に生じたときは，被保険者が法律上の損害賠償責任（当該他の自動車に直接
生じた損害に対する損害賠償責任に限ります。）を負担することによって被る損害（以下「車
両損害」といいます。）に対して，前条の規定に従い，保険金を支払います。 

第５条（この特約の補償内容－自損傷害） 
① 当会社は，記名被保険者，その配偶者，記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族
または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子が，自ら運転者として運転中の
他の自動車を被保険自動車とみなして，被保険自動車の保険契約の条件に従い，自損事故
傷害特約（被保険自動車について適用される他の特約を含みます。）を適用します。ただし，
それぞれの被保険者につき，この特約が適用されている保険契約の普通保険約款人身傷害
補償条項（同条項に適用される他の特約を含みます。）による保険金が支払われない場合に
限ります。 

② 前項の場合における被保険者は，自損事故傷害特約第３条（保険の補償を受けられる方
－被保険者）の規定にかかわらず，他の自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室
内（隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。）に搭乗中（極めて
異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。）の次の各号のいずれかに該当する者
に限ります。 

 記名被保険者 
 記名被保険者の配偶者 
 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 
 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 

第６条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，普通保険約款賠償責任条項，一般条項および自損事故傷害特約の規定による
場合のほか，次の各号のいずれかに該当するときに生じた事故により，被保険者が被った
損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

 被保険者の使用者の業務（家事を除きます。）のために，その使用者の所有する自動車
を運転しているとき。 
 被保険者が役員（理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）
となっている法人の所有する自動車を運転しているとき。 
 自動車の修理，保管，給油，洗車，売買，陸送，賃貸，運転代行等自動車を取り扱う
業務として受託した他の自動車を運転しているとき。 
 被保険者が，他の自動車の使用について，正当な権利を有する者の承諾を得ないで，
他の自動車を運転しているとき。ただし，被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾
を得ており，かつ，被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合
理的な理由がある場合を除きます。 
 被保険者が競技，曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）もしくは試験のた
めに他の自動車を運転しているとき，または，競技，曲技もしくは試験を行うことを目
的とする場所において他の自動車を運転している（救急，消防，事故処理，補修，清掃
等のために他の自動車を運転している場合を除きます。）とき。 
 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が，その所有する自動車または常時
使用する自動車を自ら運転しているとき。 

② 当会社は，被保険者が法令により定められた運転資格を持たないで他の自動車を運転し
ている場合，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転ができ
ないおそれがある状態で他の自動車を運転している場合，または道路交通法第65条第１項
に定める酒気帯び運転で他の自動車を運転中の車両損害に対しては，保険金を支払いませ
ん。 

第７条（被保険自動車の譲渡または返還の場合） 
この特約の適用においては，当会社は，普通保険約款一般条項第５条（被保険自動車の

譲渡）第２項の規定は適用しません。 

 ファミリーバイク特約（自損事故傷害あり） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 
第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 

この特約においては，普通保険約款賠償責任条項第２条（保険の補償を受けられる方－
被保険者）第１項および自損事故傷害特約第３条（保険の補償を受けられる方－被保険者）
第１項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者を被保険者とします。 
 保険証券記載の被保険者（保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）
を主に使用する者をいいます。以下「記名被保険者」といいます。） 
 記名被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下この条において，同様とします。） 
 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 
 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 

第３条（この特約の補償内容－賠償責任） 
① 当会社は，被保険者が所有，使用または管理する原動機付自転車を被保険自動車とみな
して，被保険自動車の保険契約の条件に従い，普通保険約款賠償責任条項（被保険自動車
について適用される他の特約を含みます。）を適用します。この場合において，対物賠償保
険契約における保険証券記載の免責金額が５万円を超えるときには，当該免責金額を５万
円とみなします。 

② 前項の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合，当会社は，この特約により，

普通保険約款賠償責任条項第１条（この条項の補償内容）第３項の規定にかかわらず，借
用原動機付自転車について生じた１回の対人事故による同条第１項の損害に対して，自動
車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済（以下この項において，「自賠責保険
等」といいます。）によって支払われる金額がある場合は，損害の額が自賠責保険等によっ
て支払われる金額を超過するときに限り，その超過額に対してのみ保険金を支払います。 

③ 前項の借用原動機付自転車とは，前条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所
有する原動機付自転車（所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車，およ
び１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。）以外のも
のをいいます。ただし，同条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する
原動機付自転車を除きます。 

第４条（この特約の補償内容－自損傷害） 
当会社は，被保険者が正規の乗車装置に搭乗中（極めて異常かつ危険な方法で搭乗して

いる場合を除きます。）の原動機付自転車を被保険自動車とみなして，被保険自動車の保険
契約の条件に従い，自損事故傷害特約（被保険自動車について適用される他の特約を含み
ます。）を適用します。ただし，それぞれの被保険者につき，この特約が適用されている保
険契約の普通保険約款人身傷害補償条項（同条項に適用される他の特約を含みます。）によ
る保険金が支払われない場合に限ります。 

第５条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，この特約の適用においては，普通保険約款賠償責任条項，一般条項および自
損事故傷害特約の規定による場合のほか，被保険者が競技，曲技（競技または曲技のため
の練習を含みます。）もしくは試験のために原動機付自転車に搭乗中，または，競技，曲技
もしくは試験を行うことを目的とする場所において原動機付自転車に搭乗中（救急，消防，
事故処理，補修，清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場合を除きます。）に生じ
た損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

② 当会社は，第３条（この特約の補償内容－賠償責任）の適用においては，普通保険約款
賠償責任条項および一般条項の規定による場合のほか，次の各号のいずれかに該当する事
故により生じた損害に対しては，保険金を支払いません。 

 被保険者が所有，使用または管理する原動機付自転車を，被保険者の業務（家事を除
きます。以下この条において，同様とします。）のために，被保険者の使用人が運転して
いる間に生じた事故。ただし，その使用人が第２条（保険の補償を受けられる方－被保
険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は，この限りではありません。 
 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車（所有権留保条項付売買契約により購入
した原動機付自転車，および１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付
自転車を含みます。）を，その使用者の業務のために，被保険者が運転している間に生じ
た事故。ただし，その使用者が第２条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は，
この限りではありません。 
 第２条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が，原動機付自転車の修理，保管，
給油，洗車，売買，陸送，賃貸，運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために，
所有，使用または管理する原動機付自転車について生じた事故 
 被保険者が，原動機付自転車の使用について，正当な権利を有する者の承諾を得ない
でその原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし，被保険者が正当な権利
を有する者以外の承諾を得ており，かつ，被保険者がその者を正当な権利を有する者で
あると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。 

第６条（被保険自動車の譲渡または返還の場合） 
この特約の適用においては，当会社は，普通保険約款一般条項第５条（被保険自動車の

譲渡）第２項の規定は適用しません。 
第７条（運転者家族限定特約等の不適用） 

この特約の適用においては，当会社は，運転者家族限定特約，運転者本人・配偶者限定
特約，家族運転者等の年齢条件特約，同居の子供年齢条件追加特約および他車運転危険補
償特約の規定は適用しません。 

 ファミリーバイク特約（人身傷害あり） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 
第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 

この特約においては，普通保険約款賠償責任条項第２条（保険の補償を受けられる方－
被保険者）第１項および人身傷害補償条項第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者）
の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者を被保険者とします。 
 保険証券記載の被保険者（保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）
を主に使用する者をいいます。以下「記名被保険者」といいます。） 
 記名被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下この条において，同様とします。） 
 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 
 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 

第３条（この特約の補償内容－賠償責任） 
① 当会社は，被保険者が所有，使用または管理する原動機付自転車を被保険自動車とみな
して，被保険自動車の保険契約の条件に従い，普通保険約款賠償責任条項（被保険自動車
について適用される他の特約を含みます。）を適用します。この場合において，対物賠償保
険契約における保険証券記載の免責金額が５万円を超えるときには，当該免責金額を５万
円とみなします。 

② 前項の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合，当会社は，この特約により，
普通保険約款賠償責任条項第１条（この条項の補償内容）第３項の規定にかかわらず，借
用原動機付自転車について生じた１回の対人事故による同条第１項の損害に対して，自動
車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済（以下この項において，「自賠責保険
等」といいます。）によって支払われる金額がある場合は，損害の額が自賠責保険等によっ
て支払われる金額を超過するときに限り，その超過額に対してのみ保険金を支払います。 

③ 前項の借用原動機付自転車とは，前条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所
有する原動機付自転車（所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車，およ
び１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。）以外のも
のをいいます。ただし，同条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する
原動機付自転車を除きます。 

第４条（この特約の補償内容－人身傷害） 
当会社は，被保険者が正規の乗車装置に搭乗中（極めて異常かつ危険な方法で搭乗して

いる場合を除きます。）の原動機付自転車を被保険自動車とみなして，被保険自動車の保険
契約の条件に従い，普通保険約款人身傷害補償条項（被保険自動車について適用される他
の特約を含みます。）を適用します。 

第５条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，この特約の適用においては，普通保険約款賠償責任条項，人身傷害補償条項
および一般条項の規定による場合のほか，被保険者が競技，曲技（競技または曲技のため
の練習を含みます。）もしくは試験のために原動機付自転車に搭乗中，または，競技，曲技
もしくは試験を行うことを目的とする場所において原動機付自転車に搭乗中（救急，消防，
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事故処理，補修，清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場合を除きます。）に生じ
た損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

② 当会社は，第３条（この特約の補償内容－賠償責任）の適用においては，普通保険約款
賠償責任条項および一般条項の規定による場合のほか，次の各号のいずれかに該当する事
故により生じた損害に対しては，保険金を支払いません。 

 被保険者が所有，使用または管理する原動機付自転車を，被保険者の業務（家事を除
きます。以下この条において，同様とします。）のために，被保険者の使用人が運転して
いる間に生じた事故。ただし，その使用人が第２条（保険の補償を受けられる方－被保
険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は，この限りではありません。 
 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車（所有権留保条項付売買契約により購入
した原動機付自転車，および１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付
自転車を含みます。）を，その使用者の業務のために，被保険者が運転している間に生じ
た事故。ただし，その使用者が第２条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は，
この限りではありません。 
 第２条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が，原動機付自転車の修理，保管，
給油，洗車，売買，陸送，賃貸，運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために，
所有，使用または管理する原動機付自転車について生じた事故 
 被保険者が，原動機付自転車の使用について，正当な権利を有する者の承諾を得ない
でその原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし，被保険者が正当な権利
を有する者以外の承諾を得ており，かつ，被保険者がその者を正当な権利を有する者で
あると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。 

第６条（被保険自動車の譲渡または返還の場合） 
この特約の適用においては，当会社は，普通保険約款一般条項第５条（被保険自動車の

譲渡）第２項の規定は適用しません。 
第７条（運転者家族限定特約等の不適用） 

この特約の適用においては，当会社は，運転者家族限定特約，運転者本人・配偶者限定
特約，家族運転者等の年齢条件特約，同居の子供年齢条件追加特約および他車運転危険補
償特約の規定は適用しません。 

 法律相談費用補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に法律相談費用不担保特約が適用されていない場合に適用さ
れます。 

第２条（この特約の補償を受けられる方－被保険者） 
① この特約において，被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 

 保険証券記載の被保険者（保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）
を主に使用する者をいいます。以下この項において，「記名被保険者」といいます。） 
 記名被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。） 
 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 
 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 
 前各号以外の者で，被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁
等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下この項において，同
様とします。）に搭乗中の者 
 前各号以外の者で，第１号から第４号までに規定する者が自ら運転者として運転中（駐
車中または停車中を除きます。）の被保険自動車以外の自動車（自動車検査証に事業用と
記載されている自動車を除きます。）の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗
中の者。ただし，第１号から第４号までに規定する者の使用者の業務（家事を除きます。
以下同様とします。）のために運転中の，その使用者の所有する自動車（所有権留保条項
付売買契約により購入した自動車，および１年以上を期間とする貸借契約により借り入
れた自動車を含みます。）に搭乗中の者を除きます。 
 前各号以外の者で，被保険自動車の所有者 

② 前項第７号の被保険自動車の所有者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その借
主 
 前２号以外の場合は，被保険自動車を所有する者 

③ 第１項の規定にかかわらず，同項第１号から同項第６号までに定める被保険者のうち，
極めて異常かつ危険な方法で自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様とします。）に
搭乗している者は被保険者に含みません。 

④ 第１項の規定にかかわらず，自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，
陸送業，運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，お
よびこれらの者が法人である場合はその理事，取締役または法人の業務を執行するその他
の機関を含みます。）が自動車を業務として受託している場合は，これらの者は被保険者に
含みません。 

⑤ この特約の規定は，それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。 
第３条（用語の定義） 
① この特約の対象となる事故とは，日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当
する急激かつ偶然な外来の事故（以下「対象事故」といいます。）をいいます。 

 自動車の所有，使用または管理に起因する事故 
 自動車の運行中の，飛来中もしくは落下中の他物との衝突，火災，爆発または自動車
の落下 

② この特約において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 被害 
 次のものをいいます。ただし，同一の原因から生じた一連の被害は，一つの被害とみ
なし， 初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。 
 被保険者が身体に傷害を被ること（以下「身体の傷害」といいます。）。 
 被保険者が所有，使用または管理する財物が滅失，破損もしくは汚損または盗取（詐
取を含みません。）されること。 

 賠償義務者 
 被保険者が被る被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。 
 法律相談 
 法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。ただし，口頭による鑑定，電話
による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等，一般的に当該
資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると当会社が認めた行為を含みま
す。 
 弁護士が行う法律相談 
 司法書士が行う，司法書士法第３条第１項第５号および同項第７号に規定する相談 
 行政書士が行う，行政書士法第１条の３第３号に規定する相談 

第４条（この特約の補償内容） 
① 当会社は，被保険者（被保険者が死亡した場合は法定相続人をいいます。）が対象事故に

よって被った被害についてあらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談
費用（法律相談の対価として弁護士，司法書士または行政書士に支払われるべき費用をい
います。）を負担したことによって被る損害に対して，この特約の規定に従い，法律相談費
用保険金を支払います。 

② 当会社が支払うべき保険金（前項に定める保険金をいいます。）の額は，１回の対象事故
につき，被保険者１名あたり10万円を限度とします。 

③ 当会社は，対象事故が保険証券記載の保険期間中に発生した場合にのみ，保険金を支払
います。ただし，被害が身体の傷害である場合には，身体の傷害を被った時が保険期間中
である場合に限ります。 

④ 当会社は，第１項の費用のうち普通保険約款賠償責任条項において支払われるものがあ
る場合には，その費用に対しては保険金を支払いません。 

第５条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては，保険金
を支払いません。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 台風，こう水または高潮 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する対象事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 前各号の事由に随伴して生じた対象事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づい
て生じた対象事故 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害に対しては，保険金を支払いません。 
 被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による対象事故による損害 
 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合，麻薬，
大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある
状態で自動車を運転している場合，または道路交通法第65条第１項に定める酒気帯び運
転で自動車を運転している場合に，その本人に生じた損害 
 被保険者が，自動車の使用について，正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車
に搭乗中に生じた損害。ただし，当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって，被
保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており，かつ，被保険者がその者を正当
な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。 
 被保険者の闘争行為，自殺行為または犯罪行為によって，その本人について生じた損
害 

③ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は，保険金を支払
いません。 

 第２条（この特約の補償を受けられる方－被保険者）第１項第１号から第４号に規定
する者 
 被保険者の父母，配偶者または子 

第６条（事故発生時の義務） 
① 保険契約者または被保険者は，対象事故が発生した場合，または第４条（この特約の補
償内容）第１項に該当する場合で，被保険者が法律相談費用を支出しようとするときは，
次の各号に定める事項を，対象事故の日の翌日から起算して180日以内に，かつ，費用の支
出を行う前に当会社に通知しなければなりません。 

 対象事故の発生日時，場所および対象事故の状況 
 賠償義務者の住所および氏名または名称 

② 保険契約者または被保険者が，前項の規定に違反した場合，または当会社に知っている
事実を告げずもしくは不実のことを告げた場合は，当会社は保険金を支払いません。ただ
し，被保険者が，過失がなくて対象事故の発生を知らなかった場合，またはやむを得ない
事由により，前項の期間内に通知ができなかった場合はこの限りではありません。 

第７条（保険金の請求） 
① 当会社に対する保険金請求権は，被保険者が第４条（この特約の補償内容）第１項に定
める法律相談費用を支出した時に発生し，これを行使することができるものとします。 

② 被保険者が第４条（この特約の補償内容）の規定に基づき保険金の支払を受けようとす
る場合は，普通保険約款一般条項第20条（保険金の請求）第２項に定める書類のほか，次
の各号に定める書類を添えて当会社に提出しなければなりません。 

 当会社の定める事故報告書 
 法律相談等を行った弁護士，司法書士または行政書士による法律相談の日時，所要時
間および内容についての書類 
 第４条第１項に定める法律相談費用の支払を証明する書類 

③ 当会社は，前項の書類以外の書類の提出を求めることまたは前項の提出書類の一部の省
略を認めることがあります。 

④ 被保険者が，第２項の規定に違反した場合，または前２項の提出書類について知ってい
ることを告げずもしくは不実のことを告げた場合は，当会社は保険金を支払いません。 

第８条（普通保険約款の読み替え） 
この特約については，普通保険約款一般条項を次のとおり読み替えて適用します。 
 第１条（保険責任の始期および終期）第２項の規定中「賠償責任条項，人身傷害補償
条項，搭乗者傷害条項，車両条項および車両付随損害条項」とあるのは「この特約」 
 第18条（重複契約の取扱い）第１項および第４項の規定中「賠償責任条項，人身傷害
補償条項，車両条項および車両付随損害条項」とあるのは「この特約」 

第９条（運転者家族限定特約等の不適用） 
この特約の適用においては，当会社は，運転者家族限定特約，運転者本人・配偶者限定

特約，家族運転者等の年齢条件特約および同居の子供年齢条件追加特約は適用しません。 
第10条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については，この特約の趣旨に反しない限り，この保険契約
の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。 

 弁護士費用等補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 
第２条（この特約の補償を受けられる方－被保険者） 
① この特約において，被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 

 保険証券記載の被保険者（保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）
を主に使用する者をいいます。以下この項において，「記名被保険者」といいます。） 
 記名被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。） 
 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 
 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 
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 前各号以外の者で，被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁
等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下この項において，同
様とします。）に搭乗中の者 
 前各号以外の者で，第１号から第４号までに規定する者が自ら運転者として運転中（駐
車中または停車中を除きます。）の被保険自動車以外の自動車（自動車検査証に事業用と
記載されている自動車を除きます。）の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗
中の者。ただし，第１号から第４号までに規定する者の使用者の業務（家事を除きます。
以下同様とします。）のために運転中の，その使用者の所有する自動車（所有権留保条項
付売買契約により購入した自動車，および１年以上を期間とする貸借契約により借り入
れた自動車を含みます。）に搭乗中の者を除きます。 
 前各号以外の者で，被保険自動車の所有者 

② 前項第７号の被保険自動車の所有者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その借
主 
 前２号以外の場合は，被保険自動車を所有する者 

③ 第１項の規定にかかわらず，同項第１号から同項第６号までに定める被保険者のうち，
極めて異常かつ危険な方法で自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様とします。）に
搭乗している者は被保険者に含みません。 

④ 第１項の規定にかかわらず，自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，
陸送業，運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，お
よびこれらの者が法人である場合はその理事，取締役または法人の業務を執行するその他
の機関を含みます。）が自動車を業務として受託している場合は，これらの者は被保険者に
含みません。 

⑤ この特約の規定は，それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。 
第３条（用語の定義） 
① この特約の対象となる事故とは，日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当
する急激かつ偶然な外来の事故（以下「対象事故」といいます。）をいいます。 

 自動車の所有，使用または管理に起因する事故 
 自動車の運行中の，飛来中もしくは落下中の他物との衝突，火災，爆発または自動車
の落下 

② この特約において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 被害 
 次のものをいいます。ただし，同一の原因から生じた一連の被害は，一つの被害とみ
なし， 初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。 
 被保険者が身体に傷害を被ること（以下「身体の傷害」といいます。）。 
 被保険者が所有，使用または管理する財物が滅失，破損もしくは汚損または盗取（詐
取を含みません。）されること。 

 賠償義務者 
 被保険者が被る被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。 
 法律相談 
 法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。ただし，口頭による鑑定，電話
による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等，一般的に当該
資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると当会社が認めた行為を含みま
す。 
 弁護士が行う法律相談 
 司法書士が行う，司法書士法第３条第１項第５号および同項第７号に規定する相談 
 行政書士が行う，行政書士法第１条の３第３号に規定する相談 

第４条（この特約の補償内容） 
① 当会社は，被保険者（被保険者が死亡した場合は法定相続人をいいます。）が対象事故に
よって被った被害について法律上の損害賠償請求を行う場合に次項に規定する費用を負担
したことによって被る損害に対して，この特約の規定に従い弁護士費用保険金を支払いま
す。 

② 弁護士費用保険金支払の対象となる費用（以下「弁護士費用」といいます。）とは，あら
かじめ当会社の同意を得て弁護士，司法書士，行政書士，裁判所またはあっせんもしくは
仲裁を行う機関（申立人の申立にもとづき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを
目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。）に対して支出した弁護士報酬，司法書
士報酬もしくは行政書士報酬，訴訟費用，仲裁，和解または調停に要した費用とします。 

③ 当会社は，被保険者が対象事故によって被った被害についてあらかじめ当会社の同意を
得て法律相談を行う場合に法律相談費用（法律相談の対価として弁護士，司法書士または
行政書士に支払われるべき費用をいいます。）を負担したことによって被る損害に対して，
この特約の規定に従い，法律相談費用補償特約により支払われた法律相談費用の額を超え
る額について，法律相談費用保険金を支払います。 

④ 当会社が支払うべき保険金（第１項および前項に定める保険金をいいます。）の額は，１
回の対象事故につき，被保険者１名あたり300万円を限度とします。 

⑤ 当会社は，対象事故が保険証券記載の保険期間中に発生した場合にのみ，保険金を支払
います。ただし，被害が身体の傷害である場合には，身体の傷害を被った時が保険期間中
である場合に限ります。 

⑥ 当会社は，第２項および第３項に掲げる費用のうち普通保険約款賠償責任条項において
支払われるものがある場合には，その費用に対しては保険金を支払いません。 

第５条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては，保険金
を支払いません。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 台風，こう水または高潮 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する対象事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 前各号の事由に随伴して生じた対象事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づい
て生じた対象事故 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害に対しては，保険金を支払いません。 
 被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による対象事故による損害 
 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合，麻薬，
大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある
状態で自動車を運転している場合，または道路交通法第65条第１項に定める酒気帯び運
転で自動車を運転している場合に，その本人に生じた損害 

 被保険者が，自動車の使用について，正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車
に搭乗中に生じた損害。ただし，当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって，被
保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており，かつ，被保険者がその者を正当
な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。 
 被保険者の闘争行為，自殺行為または犯罪行為によって，その本人について生じた損
害 

③ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は，保険金を支払
いません。 

 第２条（この特約の補償を受けられる方－被保険者）第１項第１号から第４号に規定
する者 
 被保険者の父母，配偶者または子 

第６条（事故発生時の義務） 
① 保険契約者または被保険者は，対象事故が発生した場合，第４条（この特約の補償内容）
第１項に該当する場合で，被保険者が同条第２項に定める費用を支出しようとするとき，
または同条第３項に該当する場合で，被保険者が法律相談費用を支出しようとするときは，
次の各号に定める事項を，対象事故の日の翌日から起算して180日以内に，かつ，費用の支
出を行う前に当会社に通知しなければなりません。 

 対象事故の発生日時，場所および対象事故の状況 
 賠償義務者の住所および氏名または名称 

② 保険契約者または被保険者が，前項の規定に違反した場合，または当会社に知っている
事実を告げずもしくは不実のことを告げた場合は，当会社は保険金を支払いません。ただ
し，被保険者が，過失がなくて対象事故の発生を知らなかった場合，またはやむを得ない
事由により，前項の期間内に通知ができなかった場合はこの限りではありません。 

第７条（保険金の請求） 
① 当会社に対する保険金請求権は，被保険者が第４条（この特約の補償内容）第２項に定
める費用または同条第３項に定める法律相談費用を支出した時に発生し，これを行使する
ことができるものとします。 

② 被保険者が第４条（この特約の補償内容）の規定に基づき保険金の支払を受けようとす
る場合は，普通保険約款一般条項第20条（保険金の請求）第２項に定める書類のほか，次
の各号に定める書類を添えて当会社に提出しなければなりません。 

 当会社の定める事故報告書 
 法律相談等を行った弁護士，司法書士または行政書士による法律相談の日時，所要時
間および内容についての書類 
 第４条第２項に定める費用または同条第３項に定める法律相談費用の支払を証明する
書類 

③ 当会社は，前項の書類以外の書類の提出を求めることまたは前項の提出書類の一部の省
略を認めることがあります。 

④ 被保険者が，第２項の規定に違反した場合，または前２項の提出書類について知ってい
ることを告げずもしくは不実のことを告げた場合は，当会社は保険金を支払いません。 

第８条（支払保険金の返還） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合は，被保険者に支払った保険金の返還を
求めることができます。 

 弁護士または司法書士への委任の取消等により被保険者が支払った着手金の返還を受
けた場合 
 対象事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決に基づき，被保険者が賠償義務者か
ら当該訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合で，次の の額が の額を超過する
場合 
 被保険者が当該訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額 
 判決で認定された弁護士費用の額と当会社が第４条（この特約の補償内容）の規定
により既に支払った保険金の合計額 

② 前項の規定により当会社が返還を求める保険金の額は，次の各号に定めるとおりとしま
す。 

 前項第１号の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし，第４条（この
特約の補償内容）の規定により支払われた保険金のうち，着手金に相当する金額を限度
とします。 
 前項第２号の場合は超過額に相当する金額。ただし，第４条の規定により支払われた
保険金の額を限度とします。 

第９条（普通保険約款の読み替え） 
この特約については，普通保険約款一般条項を次のとおり読み替えて適用します。 
 第１条（保険責任の始期および終期）第２項の規定中「賠償責任条項，人身傷害補償
条項，搭乗者傷害条項，車両条項および車両付随損害条項」とあるのは「この特約」 
 第18条（重複契約の取扱い）第１項および第４項の規定中「賠償責任条項，人身傷害
補償条項，車両条項および車両付随損害条項」とあるのは「この特約」 
 第23条（代位）第１項の規定中「損害賠償の請求」とあるのは「この特約第４条（こ
の特約の補償内容）第２項に定める費用の請求」 

第10条（運転者家族限定特約等の不適用） 
この特約の適用においては，当会社は，運転者家族限定特約，運転者本人・配偶者限定

特約，家族運転者等の年齢条件特約および同居の子供年齢条件追加特約は適用しません。 
第11条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については，この特約の趣旨に反しない限り，この保険契約
の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。 

 対物超過修理費用補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に対物賠償保険の適用がある場合で，かつ，保険証券にこの
特約を適用する旨記載されているときに適用されます。 

第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
① この特約において，被保険者とは普通保険約款賠償責任条項第２条（保険の補償を受け
られる方－被保険者）第１項に定める被保険者をいいます。 

② この特約の規定は，それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし，これによっ
て第４条（対物超過修理費用保険金）に定める対物超過修理費用保険金の限度額が増額さ
れるものではありません。 

第３条（用語の定義） 
この特約において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 対物事故 
 普通保険約款賠償責任条項第１条（この条項の補償内容）第２項に定める対物事故を
いいます。 
 相手自動車 
 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する対物事故により，滅失，破損または汚損
した他人の所有する自動車（原動機付自転車を含みます。）をいいます。 
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 相手自動車の修理費 
 損害が生じた地および時において，相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するため
に，当会社が必要かつ妥当と認める修理費をいいます。ただし，相手自動車に損害が生
じた日の翌日から起算して６か月以内に，相手自動車を修理することによって生じた修
理費に限ります。 
 相手自動車の価額 
 損害が生じた地および時における，相手自動車と同一車種，同年式で同じ損耗度の自
動車の市場販売価格相当額をいいます。 
 対物超過修理費用 
 当会社が，相手自動車の修理費が相手自動車の価額を超えると認めた場合における，
相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。 
 相手自動車の車両保険等 
 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で，衝突，接触，墜落，転覆，
物の飛来，物の落下，火災，爆発，台風，こう水，高潮その他偶然な事故によって相手
自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金または
共済金を支払うものをいいます。 

第４条（対物超過修理費用保険金） 
当会社は，普通保険約款賠償責任条項第５条（支払保険金の計算）第２項の保険金が支

払われる場合には，同条第３項第１号に定める費用に加えて，被保険者が負担する対物超
過修理費用を対物超過修理費用保険金として支払います。ただし，１回の対物事故におけ
る相手自動車１台につき，次の の額に の額の の額に対する割合を乗じた額または50
万円のいずれか低い額を限度とします。 
 対物超過修理費用 
 相手自動車の価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額 
 相手自動車の価額 

第５条（他の保険契約等がある場合の取扱い） 
① 当会社は，相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金が
支払われる場合であって，次の の額が の額を超えるときは，その超える額（以下この
項において，「超過額」といいます。）を前条に定める額から差し引いて対物超過修理費用
保険金として支払います。この場合において，すでに超過額の一部または全部に相当する
対物超過修理費用保険金を支払っていたときは，その相当額の返還を請求することができ
ます。 

 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金の額（相手自動車の修理費以外の
諸費用等に対して支払われる額がある場合は，その額を除いた額とします。）。ただし，
相手自動車の修理費のうち，相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動
車の所有者のためにすでに回収されたものがある場合において，それにより保険金の額
が差し引かれるときは，その額を差し引かないものとして算出された保険金の額としま
す。 
 相手自動車の価額 

② この特約と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約（以下「他の
保険契約等」といいます。）がある場合は，当会社は，次の算式によって算出される額によ
って支払保険金の額を決定します。 

 

 
他の保険契約等がないものとして算出
した当会社の支払うべき保険金の額 

 
それぞれの保険契約
または共済契約につ
いて，他の保険契約
または共済契約がな
いものとして算出し
た支払うべき保険金
または共済金のうち
もっとも高い額 

× 

 

それぞれの保険契約または共済契約に
ついて，他の保険契約または共済契約
がないものとして算出した支払うべき
保険金または共済金の合計額 

 

＝支払保険金 

 
③ 前項の規定にかかわらず，被保険者の請求があり，かつ，当会社がこれを承認した場合
は，次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。 

 この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は，他の保険契約等が
ないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額 
 他の保険契約等によってこの特約に優先して保険金または共済金が支払われた場合は，
他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額が，他の保険
契約等によって支払われた保険金または共済金の額の合計額を超えるときは，その超過
額 

第６条（対物超過修理費用保険金の請求） 
① 当会社に対する保険金請求権は，普通保険約款一般条項第20条（保険金の請求）第１項
第１号に規定する判決が確定した時，または裁判上の和解，調停もしくは書面による合意
が成立した時から発生し，これを行使することができるものとします。 

② 第４条（対物超過修理費用保険金）の対物超過修理費用保険金の請求は，保険証券記載
の被保険者（保険証券記載の自動車を主に使用する者をいいます。）を経由して行うものと
します。 

③ 普通保険約款賠償責任条項第９条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定は，対物超
過修理費用保険金には適用しません。 

第７条（準用規定） 
この特約に定めのない事項については，この特約の趣旨に反しない限り，この保険契約

の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。 

 自損事故傷害特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，対人賠償保険が適用されており，かつ，それぞれの被保険者につき，この
特約が適用されている保険契約の普通保険約款人身傷害補償条項（同条項に適用される他
の特約を含みます。）による保険金が支払われない場合に適用されます。 

第２条（この特約の補償内容） 
① 当会社は，次条に定める被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来
の事故により身体に傷害（ガス中毒を含みます。以下同様とします。）を被り，かつ，それ
によってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第３条に基づく損害賠
償請求権が発生しない場合は，この特約に従い，保険金（死亡保険金，後遺障害保険金，
介護費用保険金および医療保険金をいいます。以下同様とします。）を支払います。 

 保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）の運行に起因する事故 
 被保険自動車の運行中の，飛来中もしくは落下中の他物との衝突，火災，爆発または
被保険自動車の落下。ただし，被保険者が被保険自動車の正規の乗車装置または当該装
置のある室内（隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。）に搭
乗中である場合に限ります。 

② 前項の傷害には，日射，熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴え
ている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものは含みません。 

第３条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
① この特約において被保険者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 

 被保険自動車の保有者（自動車損害賠償保障法第２条第３項に定める保有者をいいま
す。） 
 被保険自動車の運転者（自動車損害賠償保障法第２条第４項に定める運転者をいいま
す。） 
 前２号以外の者で，被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁
等により通行できないように仕切られている場所を除きます。）に搭乗中の者 

② 前項の規定にかかわらず，極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被
保険者に含みません。 

第４条（用語の定義） 
この特約において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 正規の乗車装置 
 乗車人員が動揺，衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる
構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。 
 後遺障害 
 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。 

第５条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては，保険金を支払いません。 

 被保険者の故意によって，その本人について生じた傷害 
 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合，
麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれ
がある状態で被保険自動車を運転している場合，または道路交通法第65条第１項に定め
る酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に，その本人に生じた傷害 
 被保険者が，被保険自動車の使用について，正当な権利を有する者の承諾を得ないで
被保険自動車に搭乗中に生じた傷害 
 被保険者の闘争行為，自殺行為または犯罪行為によって，その本人について生じた傷
害 

② 傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は，当会社は，その者の受け
取るべき金額については，保険金を支払いません。 

③ 当会社は，平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症
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等）に対しては，保険金を支払いません。 

④ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては，保険金
を支払いません。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生
じた事故 

⑤ 当会社は，自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，陸送業，運転代
行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，およびこれらの者
が法人である場合はその理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みま
す。）が被保険自動車を業務として受託している間に，被保険者に生じた傷害に対しては，
保険金を支払いません。 

第６条（支払保険金の計算） 
① 当会社は，被保険者が第２条（この特約の補償内容）の傷害を被り，その直接の結果と
して，下表に掲げる支払事由に該当する場合に，下表のとおり保険金を支払います。 

 

名称 支払事由 保険金 
保険金 
受取人 

 死亡
保険金 

死亡した場合 １名ごとに1,500万円 被保険者
の法定相
続人 

 後遺
障害保
険金 

普通保険約款別表Ⅱに掲げ
る後遺障害が生じた場合 

この特約の別表の各等級に定める
金額 

被保険者 

 介護
費用保
険金 

下記に掲げるいずれかの後
遺障害が生じ，かつ，介護
を必要とすると認められる
場合 

 普通保険約款別表Ⅱの
２の第１級，第２級また
は第３級３号もしくは４
号に掲げる後遺障害 
 第４項第１号から第３
号までの規定により，こ
の特約の別表の２の第１
級または第２級に掲げる
金額が支払われるべき後
遺障害 

200万円 被保険者 

 医療
保険金 

生活機能または業務能力の
滅失または減少をきたし，
かつ，医師の治療を要した
場合 

平常の生活または平常の業務に従
事することができる程度になおっ
た日までの治療日数に対し，次の

および の金額。ただし，１回
の事故につき，被保険者１名ごと
に100万円を限度とします。 
 病院または診療所に入院した
治療日数に対しては，その入院
日数１日につき6,000円 
 病院または診療所に入院しな
い治療日数（病院または診療所
に通院して医師の治療を受けた
日数をいい，医師による往診の 

被保険者 
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  日数を含みます。）に対しては，
その治療日数１日につき4,000
円 

 

 
② 前項の被保険者の法定相続人が２名以上である場合は，当会社は，法定相続分の割合に
より同項の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。 

③ 普通保険約款別表Ⅱの各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても，各等
級の後遺障害に相当すると認められるものについては，身体の障害の程度に応じ，それぞ
れその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 

④ 同一事故により，２種以上の後遺障害が生じた場合には，当会社は，次の額を後遺障害
保険金として支払います。 

 普通保険約款別表Ⅱの２に掲げる第１級から第５級までに掲げる後遺障害が２種以上
あるときは，重い後遺障害に該当する等級の３級上位の等級に対応するこの特約の別表
の２の金額 
 前号以外の場合で，普通保険約款別表Ⅱの２に掲げる第１級から第８級までに掲げる
後遺障害が２種以上あるときは，重い後遺障害に該当する等級の２級上位の等級に対応
するこの特約の別表の２の金額 
 前２号以外の場合で，普通保険約款別表Ⅱの２に掲げる第１級から第13級までに掲げ
る後遺障害が２種以上あるときは，重い後遺障害に該当する等級の１級上位の等級に対
応するこの特約の別表の２の金額。ただし，それぞれの金額の合計額が上記の金額に達
しない場合は，その合計額とします。 
 普通保険約款別表Ⅱの１に掲げる後遺障害と，普通保険約款別表Ⅱの２に掲げる後遺
障害（前３号のいずれかが適用される場合は前３号の規定による等級に対応する後遺障
害が生じたものとみなします。）が生じたときは，重い後遺障害に該当する等級に対応す
るこの特約の別表の金額 
 前４号以外の場合は，重い後遺障害の該当する等級に対応するこの特約の別表の金額 

⑤ すでに後遺障害のある被保険者が第２条（この特約の補償内容）の傷害を受けたことに
よって，同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は，普通保険約款別表Ⅱに掲げ
る加重後の後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表の金額からすでにあった後
遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表の金額を差し引いた金額を後遺障害保険
金として支払います。 

⑥ 当会社は，第１項の規定にかかわらず，被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
30日以内に死亡した場合は，介護費用保険金を支払いません。 

⑦ 同一事故により生じた後遺障害が第１項の表中の介護費用保険金の および のいずれ
にも該当する場合であっても，当会社は，重複して介護費用保険金を支払いません。 

⑧ 医療保険金における治療日数には，「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によって，
同条第４項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後，当該身体への
処置がされた場合であって，当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定
に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置（医療給付関係各法の適用がない
場合は，医療給付関係各法の適用があれば，医療の給付としてされたものとみなされる処
置を含みます。）であるときには，当該処置日数を含みます。 

⑨ 医療保険金において，被保険者が通院しない場合であっても，骨折の傷害を被った部位
を固定するために医師の治療により次の各号に該当するギプスを常時装着したときは，そ
の日数を治療日数に含めます。 

 長管骨（上腕骨，橈骨，尺骨，大腿骨，脛骨および腓骨をいいます。以下この項にお
いて，同様とします。）骨折および脊柱の骨折によるギプス 
 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス 

⑩ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられ
る傷害を被った場合においても，当会社は，重複して医療保険金を支払いません。 

第７条（支払保険金の競合） 
当会社は，死亡保険金を支払う場合において，１回の事故につき，同一被保険者に対し

すでに支払った後遺障害保険金があるときは，1,500万円からすでに支払った後遺障害保険
金の額を差し引いて，その残額を支払います。 

第８条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等） 
① 被保険者が第２条（この特約の補償内容）の傷害を被ったときすでに存在していた身体
の障害もしくは疾病の影響により，または同条の傷害を被った後にその原因となった事故
と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は，当
会社は，その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。 

② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り，または保険契約者もしくは保険金を受け取
るべき者が治療をさせなかったために第２条（この特約の補償内容）の傷害が重大となっ
た場合も，前項と同様の方法で支払います。 

第９条（当会社の責任限度額等） 
① １回の事故につき，被保険者１名に対し当会社が支払うべき死亡保険金の額は，第６条
（支払保険金の計算）および第７条（支払保険金の競合）の規定による額とし，かつ，1,500
万円を限度とします。 

② １回の事故につき，被保険者１名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は，第
６条（支払保険金の計算）および前条の規定による額とし，かつ，2,000万円を限度としま
す。 

③ 当会社は，前２項に定める死亡保険金および後遺障害保険金のほか，１回の事故につき，
被保険者１名に対し第６条（支払保険金の計算）および前条の規定による介護費用保険金
および医療保険金を支払います。 

第10条（重複契約の取扱い） 
① 第２条（この特約の補償内容）と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または
共済契約（以下この条において，「他の保険契約等」といいます。）がある場合は，当会社
は，同条第１項の介護費用保険金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金（死亡保険
金および後遺障害保険金をいいます。）とに区分して，それぞれ各別に次の算式によって算
出される額によって支払保険金の額を決定します。 

 

 
他の保険契約等がないものとして算出
した当会社の支払うべき保険金の額 

 
それぞれの保険契約
または共済契約につ
いて，他の保険契約
または共済契約がな
いものとして算出し
た支払うべき保険金
または共済金のうち
もっとも高い額 

× 

 

それぞれの保険契約または共済契約に
ついて，他の保険契約または共済契約
がないものとして算出した支払うべき
保険金または共済金の合計額 

 

＝支払保険金 

 
② 前項の規定にかかわらず，被保険者の請求があり，かつ，当会社がこれを承認した場合
は，次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。 

 この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は，他の保険契約
等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額 

 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場
合は，他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額が，他
の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額の合計額を超えるときは，そ
の超過額 

第11条（保険金の請求） 
当会社に対する保険金請求権は，次の時から，それぞれ発生し，これを行使することが

できるものとします。 
 死亡保険金については，被保険者が死亡した時 
 後遺障害保険金については，被保険者に後遺障害が生じた時 
 介護費用保険金については，被保険者に後遺障害が生じた時。ただし，事故の発生の
日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。 
 医療保険金については，被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することが
できる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時
のいずれか早い時 

第12条（代 位） 
当会社が保険金を支払った場合であっても，被保険者またはその法定相続人がその傷害

について第三者に対して有する損害賠償請求権は，当会社に移転しません。 
第13条（普通保険約款の準用） 

この特約に規定しない事項については，この特約に反しない限り，普通保険約款一般条
項の規定を準用します。この場合において，普通保険約款一般条項の規定を以下のとおり
読み替えます。 
 第１条（保険責任の始期および終期）第２項中「賠償責任条項，人身傷害補償条項，
搭乗者傷害条項，車両条項および車両付随損害条項」とあるのを「この特約」 
 第17条（当会社の指定する医師による診断）第１項中「人身傷害または搭乗者傷害」
とあるのを「この特約」 

＜別表＞ 後遺障害等級別保険金支払額表 
１．介護を要する後遺障害 

 
等級 保険金支払額 

第１級 2,000万円 

第２級 1,500万円 
 

２．１．以外の後遺障害 
 

等級 保険金支払額 等級 保険金支払額 

第１級 1,500万円 第８級  470万円 

第２級 1,295万円 第９級  365万円 

第３級 1,110万円 第10級  280万円 

第４級  960万円 第11級  210万円 

第５級  825万円 第12級  145万円 

第６級  700万円 第13級   95万円 

第７級  585万円 第14級   50万円 
 

 無保険車事故傷害特約 
第１条（この特約の適用条件） 
① この特約は，対人賠償保険が適用されており，かつ，次の各号のいずれかに該当する場
合に保険金請求権者の請求に基づいて適用されます。 

 普通保険約款人身傷害補償条項による保険金が支払われない場合 
 次条に定める無保険車事故が，普通保険約款人身傷害補償条項の保険金の支払対象と
なる事故である場合に，同条項により支払われるべき保険金の額（普通保険約款一般条
項第18条第１項の規定が適用される場合には，同項に定める他の保険契約等がないもの
として算出した当会社の支払うべき保険金の額とします。）が，この特約により支払われ
るべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われる金額（自動車損害賠償保障法
に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は，その金額をいい
ます。以下同様とします。）の合計額を下回る場合 

② 前項第２号の場合，当会社は，当該被保険者については，普通保険約款人身傷害補償条
項による保険金を支払わず，すでに支払っていたときはその額をこの特約により支払われ
る保険金から差し引きます。 

第２条（この特約の補償内容） 
① 当会社は，無保険自動車の所有，使用または管理に起因して，被保険者の生命が害され
ること，または身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じること（以下「無保険
車事故」といいます。）によって被保険者またはその父母，配偶者（内縁を含みます。以下
同様とします。）もしくは子が被る損害（この損害の額は第７条に定める損害額をいいます。
以下同様とします。）に対して，賠償義務者がある場合に限り，この特約に従い，保険金を
支払います。 

② 当会社は，１回の無保険車事故による前項の損害の額が，次の および の合計額また
は次の および の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合に限り，その超過額に対
してのみ保険金を支払います。 

 自賠責保険等によって支払われる金額 
 対人賠償保険等によって，賠償義務者が前項の損害について損害賠償責任を負担する
ことによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は，
その対人賠償保険等の保険金額または共済金額（対人賠償保険等が２以上ある場合は，
それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。以下同様とします。） 
 他の自動車の無保険車傷害保険等によって，保険金請求権者が保険金または共済金の
支払を受けることができる場合は，他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または
共済金額（他の自動車の無保険車傷害保険等が２以上ある場合は，それぞれの保険金額
または共済金額のうちもっとも高い額とします。以下同様とします。） 

第３条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
① この特約において被保険者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 

 保険証券記載の被保険者（保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）
を主に使用する者をいいます。以下この条において，「記名被保険者」といいます。） 
 記名被保険者の配偶者 
 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 
 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 
 前各号以外の者で，被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁
等により通行できないように仕切られている場所を除きます。）に搭乗中の者 

② 前項の規定にかかわらず，極めて異常かつ危険な方法で自動車（原動機付自転車を含み
ます。以下同様とします。）に搭乗中の者は被保険者に含みません。 
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③ この特約の規定は，それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。 
第４条（用語の定義） 
① この特約において，無保険自動車とは次の定義によります。 

 相手自動車で，次の各号のいずれかの場合に該当すると認められる自動車 
 その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 
 その自動車について適用される対人賠償保険等によって，被保険者またはその父母，
配偶者もしくは子が被る損害について，法律上の損害賠償責任を負担する者が，その
責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受け
ることができない場合 
 その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が，この
保険証券記載の保険金額に達しない場合 

 前号の規定にかかわらず，相手自動車が明らかでないと認められる場合は，その自動
車を無保険自動車とみなします。 
 前２号の規定にかかわらず，相手自動車が２台以上ある場合には，それぞれの相手自
動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額（第１号
および ならびに前号に該当する相手自動車については，保険金額または共済金額がな
いものとして計算します。）が，この保険証券記載の保険金額に達しないと認められると
きに限り，それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 

② この特約において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 後遺障害 
 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって，次の
または に該当するものをいいます。ただし，被保険者が症状を訴えている場合であっ
ても，それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 
 普通保険約款別表Ⅱに掲げる後遺障害 
 普通保険約款別表Ⅱに掲げる後遺障害に該当しない状態であっても，当会社が，身
体の障害の程度に応じて，同表の後遺障害に相当すると認めたもの 

 賠償義務者 
 無保険自動車の所有，使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害する
ことにより，被保険者またはその父母，配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の
損害賠償責任を負担する者をいいます。 
 自賠責保険等 
 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。 
 対人賠償保険等 
 自動車の所有，使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより，
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を
支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 
 他の自動車の無保険車傷害保険等 
 被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険
契約または共済契約で，第２条（この特約の補償内容）第１項と支払責任の発生要件を
同じくするものをいいます。 
 相手自動車 
 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいい
ます。ただし，被保険者が所有する自動車（所有権留保条項付売買契約により購入した
自動車，および１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。）お
よび日本国外にある自動車を除きます。 
 保険金請求権者 
 無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 
 被保険者（被保険者が死亡した場合は，その法定相続人とします。） 
 被保険者の父母，配偶者または子 

第５条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては，保険金
を支払いません。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 台風，こう水または高潮 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生
じた事故 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害に対しては，保険金を支払いません。 
 被保険者の故意によって生じた損害 
 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合，麻薬，
大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある
状態で自動車を運転している場合，または道路交通法第65条第１項に定める酒気帯び運
転で自動車を運転している場合に生じた損害 
 被保険者が，自動車の使用について，正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車
に搭乗中に生じた損害。ただし，当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって，被
保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており，かつ，被保険者がその者を正当
な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。 
 被保険者の闘争行為，自殺行為または犯罪行為によって生じた損害 

③ 損害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は，当会社は，その者の受け
取るべき金額については，保険金を支払いません。 

④ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払い
ません。ただし，これらの者以外に賠償義務者がある場合は，この限りではありません。 

 被保険者の父母，配偶者または子 
 被保険者の使用者。ただし，被保険者がその使用者の業務（家事を除きます。以下こ
の項において，同様とします。）に従事している場合に限ります。 
 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし，被保険
者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。 

⑤ 当会社は，被保険者の父母，配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者
の生命または身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし，無保険自動車が２台
以上ある場合で，これらの者または前項第２号もしくは第３号に定める者以外の者が運転
する他の無保険自動車があるときはこの限りではありません。 

⑥ 被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって，被保険者またはその父母，
配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が，その責任を
負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる

場合（保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることがで
きる場合を含みます。）には，当会社は，保険金を支払いません。 

⑦ 当会社は，自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，陸送業，運転代
行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，およびこれらの者
が法人である場合はその理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みま
す。）が被保険自動車を業務として受託している場合は，その自動車に搭乗中に生じた損害
に対しては，保険金を支払いません。 

⑧ 当会社は，被保険者が被保険自動車以外の自動車に競技，曲技（競技または曲技のため
の練習を含みます。）もしくは試験のために搭乗中，または，競技，曲技もしくは試験を行
うことを目的とする場所において搭乗中（救急，消防，事故処理，補修，清掃等のために
搭乗している場合を除きます。）に生じた損害に対しては，保険金を支払いません。 

第６条（支払保険金の計算） 
１回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は，次の算式で算出される額とし

ます。ただし，次の第２号または第３号のうちいずれか高い額を，保険証券記載の保険金
額から差し引いた額を限度とします。 

 

次条の規定に
より決定され
る損害額 

＋ 
第８条（費用）
の費用 

－ 

次の第１号，第２号，第４号，
第５号および第６号の合計額ま
たは第１号，第３号，第５号お
よび第６号の合計額のいずれか
高い額 

＝保険金 

 
 自賠責保険等によって支払われる金額 
 対人賠償保険等によって賠償義務者が第２条（この特約の補償内容）第１項の損害に
ついて損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支
払を受けることができる場合は，その対人賠償保険等の保険金額または共済金額 
 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支
払を受けることができる場合は，他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共
済金額 
 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支
払を受けることができる場合は，他の自動車の無保険車傷害保険等によって支払われる
保険金または共済金の額 
 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額。ただし，賠償義務
者がその損害賠償金の全部または一部に対して，自賠責保険等または対人賠償保険等に
よって保険金または共済金の支払を受けている場合は，その支払を受けた額を差し引い
た額とします。 
 次条の規定により決定される損害額および第８条（費用）の費用のうち，賠償義務者
以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は，そ
の取得した額 

第７条（損害額の決定） 
① 当会社が保険金を支払うべき損害の額（以下「損害額」といいます。）は，賠償義務者が
被保険者またはその父母，配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきもの
と認められる損害賠償責任の額によって定めます。 

② 前項の損害額は，保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められて
いるといないとにかかわらず，次の手続によって決定します。 

 当会社と保険金請求権者との間の協議 
 前号の協議が成立しない場合は，普通保険約款一般条項第19条（評価人および裁定人）
に定める手続または当会社と保険金請求権者との間における訴訟，裁判上の和解もしく
は調停 

第８条（費 用） 
保険契約者または被保険者が支出した次の費用（収入の喪失を含みません。）は，これを

損害の一部とみなします。 
 普通保険約款一般条項第14条（事故発生時の義務）第１号に規定する損害の防止また
は軽減のために必要または有益であった費用 
 普通保険約款一般条項第14条第６号に規定する権利の保全または行使に必要な手続を
するために当会社の書面による同意を得て支出した費用 

第９条（保険金請求権者の義務） 
① 被保険者またはその父母，配偶者もしくは子が第２条（この特約の補償内容）第１項の
損害を被った場合は，保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠
償の請求をし，かつ，次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。 

 賠償義務者の住所および氏名または名称 
 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無および
その内容 
 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容 
 保険金請求権者が第２条第１項の損害に対して，賠償義務者，自賠責保険等もしくは
対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得
した損害賠償金または損害賠償額がある場合は，その額 

② 当会社は，保険金請求権者が，正当な理由がなくて前項の義務を怠った場合は，保険金
を支払いません。 

第10条（保険金請求の手続） 
保険金の請求は，保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。 

第11条（重複契約の取扱い） 
① 第２条（この特約の補償内容）と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または
共済契約（以下この条において，「他の保険契約等」といいます。）がある場合は，当会社
は，次の算式によって算出される額によって支払保険金の額を決定します。 

 

 
他の保険契約等がないものとして算出
した当会社の支払うべき保険金の額 

 
それぞれの保険契約
または共済契約につ
いて，他の保険契約
または共済契約がな
いものとして算出し
た支払うべき保険金
または共済金のうち
もっとも高い額 

× 

 

それぞれの保険契約または共済契約に
ついて，他の保険契約または共済契約
がないものとして算出した支払うべき
保険金または共済金の合計額 

 

＝支払保険金 

 
② 前項の規定にかかわらず，保険金請求権者の請求があり，かつ，当会社がこれを承認し
た場合は，次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。 

 この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は，他の保険契約
等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額 
 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場
合は，他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額が，他
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の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額の合計額を超えるときは，そ
の超過額 

第12条（保険金の請求） 
当会社に対する保険金請求権は，被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生

じた時から発生し，これを行使することができるものとします。 
第13条（普通保険約款の準用） 

この特約に規定しない事項については，この特約に反しない限り，普通保険約款一般条
項の規定を準用します。この場合において，普通保険約款一般条項の規定を以下のとおり
読み替えます。 
 第１条（保険責任の始期および終期）第２項中「賠償責任条項，人身傷害補償条項，
搭乗者傷害条項，車両条項および車両付随損害条項」とあるのを「この特約」 
 第17条（当会社の指定する医師による診断）第１項中「人身傷害または搭乗者傷害」
とあるのを「この特約」 
 第23条（代位）第１項中「被保険者」とあるのを「保険金請求権者」 

 人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 
第２条（補償の対象となる被保険者の範囲） 

当会社は，この特約により，普通保険約款人身傷害補償条項第２条（保険の補償を受け
られる方－被保険者）第１項の規定にかかわらず，保険証券記載の自動車の正規の乗車装
置または当該装置のある室内（隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除
きます。）に搭乗中の者（ただし，極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。）
を同条項の被保険者とします。 

 人身傷害に関する交通事故危険補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用されている場合に適
用されます。 

第２条（交通乗用具の定義） 
この特約において，交通乗用具とは，下表のいずれかに該当するものをいいます。 

 
分 類 交通乗用具 

軌道上を走行す
る陸上の乗用具 

汽車，電車，気動車，モノレール，ケーブルカー，ロープウェー，
いす付リフト 

 （注）ジェットコースター，メリーゴーラウンド等遊園地等でもっ
ぱら遊戯施設として使用されるもの，ロープトウ，ティーバーリフ
ト等座席装置のないリフト等は除きます。 

軌道を有しない
陸上の乗用具 

自転車，トロリーバス，人もしくは動物の力または他の車により牽
引される車，そり，身体障害者用車いす，乳母車，ベビーカー 

 （注）自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様とします。），
遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等，一輪車，三
輪以上の幼児用車両，遊戯用のそり，スケートボード等は除きます。 

空の乗用具 航空機（飛行機，ヘリコプター，グライダー，飛行船，超軽量動力
機（モーターハンググライダー，マイクロライト機，ウルトラライ
ト機等），ジャイロプレーン） 

 （注）ハンググライダー，気球，パラシュート等は除きます。 

水上の乗用具 船舶（ヨット，モーターボート（水上オートバイを含みます。）およ
びボートを含みます。） 

 （注）幼児用のゴムボート，セーリングボード，サーフボード等は
除きます。 

その他の乗用具 エレベーター，エスカレーター，動く歩道 

 （注）立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置
等は除きます。 

 
第３条（この特約の補償内容） 
① 当会社は，この特約により，普通保険約款人身傷害補償条項第１条（この条項の補償内
容）第１項に規定する人身傷害事故に加えて，日本国内で発生した次の各号のいずれかに
該当する事故のうち，同項に該当しない事故（以下「交通事故」といいます。）について，
この保険契約の条件に従い，同条項（保険証券記載の自動車について適用される他の特約
を含みます。）の規定を適用します。 

 被保険者（普通保険約款人身傷害補償条項第２条に規定する被保険者をいいます。以
下同様とします。）が同条項および普通保険約款一般条項により保険金の支払対象となる
自動車に搭乗しているときに発生した急激かつ偶然な外来の事故 
 運行中の交通乗用具（これに積載されているものを含みます。以下この項において，
同様とします。）の衝突・接触・火災・爆発等の事故。ただし，被保険者が運行中の交通
乗用具または自動車に搭乗していないときに発生した事故に限ります。 
 被保険者が運行中の交通乗用具に搭乗しているときまたは被保険者が乗客（入場客を
含みます。）として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内（改札口の内側をいいます。）
にいるときに発生した，急激かつ偶然な外来の事故 
 被保険者が道路を通行している場合に発生した，次のいずれかの事故 
 建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下 
 崖崩れ，土砂崩れまたは岩石等の落下 
 火災または破裂・爆発 

 建物または交通乗用具の火災 
② 当会社は，この特約により，被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明とな
った場合または遭難した場合において，当該航空機または船舶が行方不明となった日また
は遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは，
当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に，被保険者が交通事故に
よって死亡したものと推定します。 

③ 前項の場合，当会社に対する保険金請求権は，被保険者が搭乗している航空機または船
舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過した時から発生
し，これを行使することができるものとします。 

第４条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，普通保険約款人身傷害補償条項および一般条項の規定による場合のほか，次
の各号のいずれかに該当する事由によって損害が生じた場合は，保険金を支払いません。 

 被保険者の脳疾患，疾病または心神喪失 
 被保険者の妊娠，出産，早産，流産または外科的手術のその他の医療処置。ただし，

当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には，この限りではありません。 
② 当会社は，被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた交通事故によって損害
を被ったときは，保険金を支払いません。 

 被保険者が交通乗用具による競技，競争，興行（いずれもそのための練習を含みます。），
訓練または試運転（性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。）をしている間。
ただし，第２条（交通乗用具の定義）に規定する軌道を有しない陸上の乗用具を用いて
道路上でこれらのことを行っている間については，この限りではありません。 
 船舶乗組員，漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの
者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が，職務または実習のために船舶に搭乗
している間 
 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機（定期便であると不定期便であるとを
問いません。）以外の航空機を被保険者が操縦している間または当該航空機に搭乗するこ
とを業務とする被保険者が業務上搭乗している間 
 被保険者が次のいずれかの航空機に搭乗している間 
 グライダー 
 飛行船 
 超軽量動力機 
 ジャイロプレーン 

③ 当会社は，被保険者が業務として次の各号のいずれかに該当する作業に従事中に当該作
業に直接起因する交通事故によって損害を被ったときは，保険金を支払いません。 

 交通乗用具への荷物，貨物等（以下この号において，「荷物等」といいます。）の積込
み作業，交通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作
業 
 交通乗用具の修理，点検，整備，清掃の作業 

第５条（交通事故通知の特則） 
① 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したとき
は，保険契約者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。以下こ
の条において，同様とします。）は，当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭
難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を書面により当会
社に通知しなければなりません。 

② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が，当会社が認める正当な理由がなく前項の
規定に違反したとき，またはその通知について知っている事実を告げなかったときもしく
は不実のことを告げたときは，当会社は，保険金を支払いません。 

第６条（人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約の適用） 
当会社は，この保険契約に人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約が付帯されてい

る場合は，普通保険約款人身傷害補償条項第２条（保険の補償を受けられる方－被保険者）
第１項の規定にかかわらず，人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約第２条（補償の
対象となる被保険者の範囲）に規定する被保険者に限り，この特約を適用します。 

第７条（準用規定） 
この特約に規定しない事項については，この特約の趣旨に反しない限り，この保険契約

の普通保険約款人身傷害補償条項および一般条項（保険証券記載の自動車について適用さ
れる他の特約を含みます。）の規定を準用します。この場合には，普通保険約款人身傷害補
償条項第９条（保険金請求権者の義務等）第１項第５号の規定中「自動車」とあるのを「交
通乗用具」と読み替えるものとします。 

 人身傷害諸費用補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 
第２条（人身傷害諸費用保険金） 
① 当会社は，次の各号の条件をいずれも満たしている場合に，それによって保険契約者ま
たは被保険者において必要となるこの特約の別表に定めるサービスを当会社が指定する業
者（以下「指定業者」といいます。）から受けたことで保険契約者または被保険者に生じた
費用に対して，この特約に従い，人身傷害諸費用保険金を支払います。 

 普通保険約款人身傷害補償条項（同条項に適用される他の特約を含みます。）による保
険金支払の対象となる事故の場合（無保険車事故傷害特約第１条第２項の規定により無
保険車事故傷害特約の保険金支払の対象となる事故の場合を含みます。） 
 前号の保険金支払の対象となる事故（以下「人身傷害事故」といいます。）により，被
保険者が病院または診療所に３日以上入院した場合 

② 前項の規定にかかわらず，同項各号の条件をいずれも満たしている場合に，それによっ
て保険契約者または被保険者において必要となるこの特約の別表に定めるサービスを指定
業者以外の業者から受けたことで保険契約者または被保険者に生じた費用については，そ
の費用のうち当会社が認めた費用に対して，この特約に従い，人身傷害諸費用保険金を支
払います。 

③ 前２項の費用は，保険契約者または被保険者からの領収証等の提出により，当会社に対
してその支出目的，金額その他具体的内容について明らかとされたものに限ります。 

第３条（用語の定義） 
この特約において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 支払対象期間 
 入院３日目から被保険者の入院中および退院日からその日を含めて30日以内の期間を
いいます。ただし，入院３日目からその日を含めて180日を超えない期間とします。 
 支払限度額 
 入院３日目において，保険証券記載の１日あたりの支払限度額（以下「１日あたりの
支払限度額」といいます。）の10倍の額をいい，以後入院４日目からその日を含めて入院
日数が10日ごとに同額（入院日数に10日に満たない端日数が生じた場合には，当該端日
数に１日あたりの支払限度額を乗じた額とします。）を増額した額をいいます。ただし，
１回の人身傷害事故につき，１日あたりの支払限度額の180倍を限度とします。 
 合計支払限度額 
 保険契約者または被保険者がこの特約の別表に定めるサービスを受けた結果，当会社
がこの特約により人身傷害諸費用保険金を支払うこととなる費用の合計の額を支払限度
額から差し引いた額をいいます。 

第４条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
① この特約において，被保険者とは，普通保険約款人身傷害補償条項第２条（保険の補償
を受けられる方－被保険者）第１項に定める被保険者をいいます。ただし，同条第２項お
よび同条第３項の規定により被保険者に含まない者は除きます。 

② この特約の規定は，それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。 
第５条（保険金をお支払いしない場合） 

当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合には，人身傷害諸費用保険金を支払いま
せん。 
 被保険者が入院している病院または診療所においてサービスの利用が許可されない場
合 
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 サービスの利用により，被保険者の傷害（ガス中毒を含みます。以下同様とします。）
がより重大となるおそれがあると医師が判断する場合 

第６条（支払保険金の計算） 
① 当会社は，この特約の別表に定めるサービスに対して，合計支払限度額の範囲内で人身
傷害諸費用保険金を支払います。 

② 支払限度額は，同一の人身傷害事故において，被保険者本人にのみ帰属し，別の人身傷
害事故の支払限度額もしくは他の被保険者の支払限度額を合算して合計支払限度額とする
ことはできません。 

③ 当会社は，この特約の別表に定めるサービスに対応する上限額を超えて人身傷害諸費用
保険金を支払いません。 

④ 当会社は，支払対象期間を超えて受けたサービスによる第２条（人身傷害諸費用保険金）
第１項または同条第２項の費用に対しては，人身傷害諸費用保険金を支払いません。 

第７条（転院移送費用保険金） 
① 当会社は，第２条（人身傷害諸費用保険金）第１項各号の条件をいずれも満たしており，
かつ，次の各号の条件をいずれも満たしている場合に，それによって人身傷害事故発生の
日からその日を含めて180日以内に被保険者が入院している病院または診療所から，被保険
者の居住地その他の場所（当会社の承認する場所に限ります。）もよりの病院または診療所
に被保険者を転院移送する必要が生じたときは，保険契約者または被保険者が負担した費
用（以下「転院移送費用」といいます。）に対して，この特約に従い，転院移送費用保険金
を支払います。ただし，１回の人身傷害事故につき100万円を限度とします。 

 人身傷害事故で被った傷害により被保険者が意識障害や昏睡等症状が重篤なため，２
日以上ICU（集中治療室）またはこれに類する治療室で救命救急医療または特定集中治療
室管理に基づく治療（診療報酬の算定方法に定められる救命救急入院料または特定集中
治療室管理料の対象となる治療をいいます。）を受けていること。 
 被保険者が入院している病院または診療所および転院先の病院または診療所が転院移
送することについて承認していること。 

② 前項の転院移送費用保険金の支払は，１回の人身傷害事故につき１回を限度とし，２回
目以降については転院移送費用保険金を支払いません。 

第８条（現物による支払） 
当会社は，保険契約者または被保険者が被った損害（第２条第１項もしくは同条第２項

の費用または前条第１項の転院移送費用をいいます。以下同様とします。）の全部または一
部に対して，サービスの提供をもって保険金の支払に代えることができます。この場合，
第11条（人身傷害諸費用保険金の請求）の規定は適用しません。 

第９条（通知義務） 
① 保険契約者または被保険者が第２条（人身傷害諸費用保険金）によりサービスを受ける
場合には，保険契約者または被保険者は受けようとするサービスの内容および被保険者の
状況等について，サービスを受ける前に当会社に通知しなければなりません。この場合に
おいて，当会社は必要な調査をし，かつ，保険契約者または被保険者に対し，必要な説明
または証明を求めることができます。 

② 保険契約者または被保険者が第７条（転院移送費用保険金）により転院移送を行う場合
には，保険契約者または被保険者は被保険者の状況等について，転院移送を行う前に当会
社に通知しなければなりません。この場合において，当会社は必要な調査をし，かつ，保
険契約者または被保険者に対し，必要な説明または証明を求めることができます。 

③ 保険契約者または被保険者が，当会社の認める正当な理由がなく前２項の規定に違反し
た場合，または，その通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったもしくは
不実のことを告げた場合には，当会社は，人身傷害諸費用保険金および転院移送費用保険
金を支払いません。 

第10条（支払対象期間の重複等） 
① 当会社は，原因または時を異にして発生した人身傷害事故により支払対象期間が重複す
る場合，その重複する期間に対して重ねて人身傷害諸費用保険金を支払いません。 

② 入院が終了した後，被保険者が，その入院の原因となった傷害によって再入院したとき
は，後の入院と前の入院をあわせて１回の入院とみなし，新たに支払対象期間の規定を適
用しません。 

第11条（人身傷害諸費用保険金の請求） 
第２条（人身傷害諸費用保険金）第２項に定める人身傷害諸費用保険金の請求権は，被

保険者の退院日からその日を含めて30日経過した日の翌日または入院３日目からその日を
含めて180日経過した日の翌日のいずれか早い時に発生し，これを行使できるものとします。 

第12条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等） 
① 被保険者が第２条（人身傷害諸費用保険金）第１項第２号による入院をしたときすでに
存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により，または同号の入院をした後にその原
因となった人身傷害事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の入院の
期間が延長された場合は，当会社は，その影響がなかったときに相当する金額を決定して
これを支払います。 

② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り，または保険契約者もしくはサービスを受け
るべき者が治療をさせなかったために第２条（人身傷害諸費用保険金）第１項第２号の入
院の期間が延長された場合も，前項と同様の方法で支払います。 

第13条（この保険契約における人身傷害補償条項との関係） 
当会社は，この特約が適用されている保険契約について，この特約により，人身傷害諸

費用保険金または転院移送費用保険金の支払を行った場合は，普通保険約款人身傷害補償
条項において，その損害に係る保険金は支払いません。 

第14条（重複契約の取扱い） 
① 第２条（人身傷害諸費用保険金）および第７条（転院移送費用保険金）と支払責任の発
生要件を同じくする他の保険契約または共済契約（以下この条において，「他の保険契約
等」といいます。）がある場合において，それぞれの保険契約または共済契約について，他
の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額
の合計額が損害の額（以下この項において，「損害額」といいます。）を超えるときは，次
の算式によって算出される額によって支払保険金の額を決定します。 

 
他の保険契約等がないものとして算出した当会社の
支払うべき保険金の額 

損害額 × ＝支払保険金 

   

それぞれの保険契約または共済契約について，他の
保険契約または共済契約がないものとして算出した
支払うべき保険金または共済金の額の合計額 

  

 
② 前項の規定にかかわらず，保険契約者または被保険者の請求があり，かつ，当会社がこ
れを承認した場合は，次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。 

 この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は，他の保険契約
等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額 
 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場

合で，他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額が，他
の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額の合計額を超えるときは，そ
の超過額 

第15条（準用規定） 
この特約に規定しない事項については，この特約に反しない限り，普通保険約款人身傷

害補償条項および一般条項の規定を準用します。 

＜別表＞ 
 

サービス名 サービス内容・条件 
１事故・１被
保険者あたり
上限額 

 ホームヘル
パー派遣サー
ビス 

被保険者のうち家事従事者（被保険者の住居において，
炊事，掃除，洗濯等の家事を主として行う者をいいます。
以下同様とします。）が病院または診療所に入院している
場合，または，家事従事者以外の被保険者が病院または
診療所に入院し，家事従事者が看護のために被保険者に
付き添う場合に，家事を代行するためにホームヘルパー
（炊事，掃除，洗濯等の世話を行うことを職業とする者
をいいます。）を家事従事者の住居に派遣する役務の提供 

１日あたり 
25,000円 

 介護ヘルパ
ー派遣サービ
ス 

被保険者のうち介護人（機能障害により介護が必要な者
の日常生活の世話を主として行う者をいいます。以下同
様とします。）が病院もしくは診療所に入院している場
合，または介護人以外の被保険者が病院もしくは診療所
に入院し，介護人が看護のために被保険者に付き添う場
合に，介護ヘルパー（機能障害により介護が必要な者の
日常生活の世話を行うことを職業とする者をいいます。）
を介護人の住居に派遣する役務の提供 

１日あたり 
25,000円 

 付添看護人
派遣サービス 

被保険者が病院または診療所に入院した場合に，被保険
者が退院後，被保険者の付添看護人（入院した者の身の
回りの世話を行うことを職業とする者をいいます。ただ
し，注射，点滴等の医療処置は行いません。）を当該被保
険者の住居に派遣する役務の提供 

１日あたり 
25,000円 

 家庭教師派
遣サービス 

学校教育法に基づく小学校，中学校，高等学校，中等教
育学校，高等専門学校（以下「学校」といいます。）に在
籍している被保険者が入院した場合に，家庭教師（学校
の授業と同等の内容を補助的に指導することを職業とす
る者をいいます。）を当該被保険者の入院する病院もしく
は診療所または当該被保険者の住居に派遣する役務の提
供。ただし，業として法人が派遣する家庭教師に限りま
す。 

１日あたり 
15,000円 

 身の回り品
レンタルサー
ビス 

被保険者が病院または診療所に入院している場合に，被
保険者が使用する映像・音楽再生機器，パソコン，ワー
プロ機器等当会社が認める身の回り品の賃貸業者からの
賃貸品の提供。ただし，当会社が事前に指定した業者か
ら，当会社の定める方法により提供する場合に限ります。 

１機器につい
て利用開始日
から起算して
１か月あたり 
50,000円 

 福祉機器レ
ンタルサービ
ス 

被保険者が傷害を被った場合に，傷害による支障を補完
または軽減するために必要と認められる構造，装置また
は装備を有する機器または用具の賃貸業者からの賃貸品
の提供 

１機器につい
て利用開始日
から起算して
１か月あたり 
60,000円 

 自宅掃除代
行サービス 

次のいずれかに該当する場合に，家事従事者の住居を掃
除する役務の提供 

 被保険者のうち家事従事者が病院または診療所に
入院した場合 
 家事従事者以外の被保険者が病院または診療所に
入院し，家事従事者が看護のために被保険者に付き添
っている場合 

１回あたり 
100,000円 

 ベビーシッ
ター派遣サー
ビス 

次のいずれかに該当する場合に，子供の身の回りの世話
を代行するためにベビーシッター（子供の身の回りの世
話を行うことを職業とする者をいいます。）を派遣する役
務の提供もしくは子供を保育施設（保育所，ベビーホテ
ル等，子供の身の回りの世話を行うことを業とする施設
をいいます。）に預け入れる役務の提供 
 被保険者のうち育児従事者（被保険者の住居におい
て，子供の身の回りの世話を主として行う者をいいま
す。以下同様とします。）が病院または診療所に入院し
た場合 
 育児従事者以外の被保険者が病院または診療所に
入院し，育児従事者が看護のために被保険者に付き添
っている場合 

１日あたり 
25,000円 

 DVDソフト
レンタルサー
ビス 

被保険者が病院または診療所に入院している場合に，被
保険者が使用するDVDソフトの賃貸業者からの提供。ただ
し，当会社が事前に指定した業者から，当会社の定める
方法により提供する場合に限ります。 

利用開始日か
ら起算して１
か月あたり 
10,000円 

 書籍・CD・
DVDソフト等
提供サービス 

 被保険者が病院または診療所に入院している場合
に，被保険者が使用する書籍，CD（コンパクトディス
ク）およびDVDソフトの提供。ただし，当会社が事前に
指定した業者から，当会社の定める方法により提供す
る場合に限ります。 
 被保険者が病院または診療所に入院している場合
に，病院または診療所に支払うテレビ等の電子機器の
利用料の提供 

利用開始日か
ら起算して１
か月あたり
および を合
計して 
30,000円 

 フラワー提
供サービス 

被保険者が病院または診療所に入院している場合に，被
保険者の病室で使用する花卉の提供。ただし，当会社が
事前に指定した業者から，当会社の定める方法により提 

利用開始日か
ら起算して１
か月あたり 
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 供する場合に限ります。 20,000円 

 ホームセキ
ュリティサー
ビス 

被保険者が病院または診療所に入院している場合に，被
保険者の住居の防犯を目的とした機器の賃貸，設置およ
び警備員の派遣等の役務の提供。ただし，業として法人
が行う機器の賃貸，設置および警備員の派遣等の役務に
限ります。 

利用開始日か
ら起算して１
か月あたり 
100,000円 

 ペットシッ
ターサービス 

次のいずれかに該当する場合に，ペット（被保険者が被
保険者の住居において，愛がん動物または伴侶動物とし
て飼養している犬または猫をいいます。以下同様としま
す。）の世話を代行するためにペットシッター（ペットの
散歩，食餌および飼養施設の掃除等日常の世話を行うこ
とを職業とする者をいいます。）を派遣する役務の提供も
しくはペットをペット専用施設（ペットが宿泊できる設
備を整えたペットショップ，ペット美容室，動物病院ま
たはペットホテルをいいます。）に預け入れる役務の提供 
 被保険者のうち，飼養従事者（ペットの散歩，食餌
および飼養施設の掃除等日常の世話を主として行う者
をいいます。以下同様とします。）が病院または診療所
に入院した場合 
 飼養従事者以外の被保険者が病院または診療所に
入院し，飼養従事者が看護のために被保険者に付き添
っている場合 

１日あたり 
25,000円 

 社会復帰支
援サービス 

被保険者が病院または診療所に入院した場合に，被保険
者が退院後，社会復帰のために必要とする以下の役務の
提供 
 スポーツ施設利用 
 入院によって低下した体力の回復を目的として，屋
内スポーツ施設を有し継続的な指導管理を実施するフ
ィットネスクラブを利用したリハビリテーションの提
供 
 メークアップ 
 皮膚に受傷した場合等で，早期の社会復帰を支援す
ることを目的として専門家により施されるメークアッ
プの提供または専門家によるメークアップ指導の提供 
 自動車教習所講習 
 公安委員会の指定を受けた自動車教習所（免許を受
けようとする者に対し，自動車の運転に関する技能お
よび知識について教習を行う施設をいいます。）が開催
する任意の安全運転講習（自動車免許取得または再取
得等のために法令により義務付けられた講習を除きま
す。）の提供 

， および
を合計して 

50,000円 

 見舞い御礼
提供サービス 

被保険者が病院または診療所に入院した場合に，次のい
ずれかに該当する者を除く，入院中の被保険者を訪問し
た者等に対して，いわゆる快気祝いまたはお見舞い返し
等，慣習として贈呈する物品の提供。ただし，当会社が
事前に指定した業者から，当会社の定める方法により提
供する場合に限ります。なお，やむを得ない事情により
サービスの利用が遅れた場合は，第６条（支払保険金の
計算）第４項の規定は適用しません。 
 被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とし
ます。） 
 被保険者の子 
 被保険者の父母 
 被保険者の兄弟姉妹 

120,000円 
ただし，物品
を受領する者
１名あたり 
12,000円を限
度とします。 

 退院お祝い
サービス 

被保険者が病院または診療所に入院した場合に，被保険
者が退院後，退院を祝う目的で行う祝宴費用（交通費お
よび宿泊費を含み，祝宴の用に供しない物品または贈答
品等に係る費用を除きます。）の提供 

１回限り 
100,000円 

 差額ベッド
代提供サービ
ス 

被保険者が病院または診療所に入院している場合に，普
通病室以外の病室を提供する役務の提供 

普通病室への
入院費用との
差額につき， 
１日あたり 
20,000円 

 タクシー・
駐車場費用サ
ービス 

次のいずれかの目的で使用するタクシーを派遣する役
務，および病院または診療所における駐車場の利用の提
供。なお，タクシーの派遣の代替としての他の交通手段
の利用を含みます。 

 被保険者が病院または診療所に入院している場合
で，次のいずれかに該当する者が当該病院または診療
所を訪問する目的 
イ．被保険者の配偶者 
ロ．被保険者の子 
ハ．被保険者の父母 
ニ．被保険者の兄弟姉妹 
 被保険者が病院または診療所に通院（退院，転院ま
たは入院中の他の病院もしくは診療所への通院を含み
ます。）する目的 

１利用あたり 
20,000円 
ただし，合理
的な経路での
移動および利
用に限りま
す。 

 電話秘書提
供サービス 

被保険者のうち法人の役員または業務（家事を除きま
す。）を営む者が病院または診療所に入院した場合に，業
務を継続することを目的とした電話秘書サービス（顧客
および取引先からの電話を受け付け，その内容の伝達等
を行うサービスをいいます。）の提供。ただし，当会社が
事前に指定した業者から，当会社の定める方法により提
供する場合に限ります。 

利用開始日か
ら起算して１
か月あたり 
50,000円 

 
（注）上記１事故・１被保険者あたり上限額（以下「上限額」といいます。）は，通常の利用

に基づく額をいいます。派遣場所が遠隔地であることにともなう追加の交通費や，派

遣業者が一般的に規定している時間帯または期間以外の利用にともなう割増料を指定
業者から請求された場合には，そのうち当会社が妥当であると認めた額を上限額に加
算した額を上限額とみなします。 
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 車対車「車両損害」補償特約（相手自動車確認条件

付） 
第１条（この特約の補償内容） 

当会社は，この特約により，普通保険約款車両条項第１条（この条項の補償内容）第１
項の規定にかかわらず，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）と相
手自動車との衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害に対してのみ，普通保険
約款車両条項および一般条項（被保険自動車について適用される他の特約を含みます。以
下同様とします。）に従い，保険金を支払います。ただし，被保険自動車と衝突または接触
した相手自動車の登録番号等（登録番号，車両番号，標識番号または車台番号をいいます。）
ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場
合に限ります。 

第２条（定 義） 
① この特約において，相手自動車とは，その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動
車（原動機付自転車を含みます。以下この条において，同様とします。）をいいます。 

② この特約において，所有者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その借主 
 前２号以外の場合は，自動車を所有する者 

第３条（保険金をお支払いしない場合） 
当会社は，この特約においては，普通保険約款車両条項および一般条項の規定による場

合のほか，被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間に生じた損害に対して
は，保険金を支払いません。 

第４条（費 用） 
当会社は，この特約の適用においては，普通保険約款車両条項第５条（支払保険金の計

算）第２項の規定にかかわらず，同項第４号および第５号に規定する費用に対しては保険
金を支払いません。 

第５条（保険金の請求－交通事故証明書を提出できない場合） 
被保険者は，この特約に基づき保険金の支払を請求する場合，普通保険約款一般条項第

20条（保険金の請求）第２項ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由がある
ときは，交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりませ
ん。 
 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって，その
相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの 
 被保険自動車の損傷部位の写真 
 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料 

第６条（車両危険限定補償特約（Ａ）が適用されている場合の特則） 
この保険契約に車両危険限定補償特約（Ａ）が適用されている場合には，同特約によっ

て保険金を支払うべき損害に対しては，当会社は，この特約を適用しません。 

 車両危険限定補償特約（Ａ） 
当会社は，この特約により，普通保険約款車両条項第１条（この条項の補償内容）第１

項の規定にかかわらず，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）に生
じた次の各号のいずれかに該当する損害に限り，普通保険約款車両条項および一般条項（被
保険自動車について適用される他の特約を含みます。）に従い，保険金を支払います。 

 被保険自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被保険自動
車が被爆した場合の損害 
 盗難によって生じた損害 
 騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為または破壊行為によって生じた損害 
 台風，たつ巻，こう水または高潮によって生じた損害 
 落書，いたずらまたは窓ガラス破損の損害（いたずらの損害には，被保険自動車の運
行によって生じた損害および被保険自動車と他の自動車（原動機付自転車を含みます。）
との衝突または接触によって生じた損害を含みません。また，窓ガラス破損の場合は，
そのガラス代金とします。） 
 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし，その衝突の結果生
じた事故による損害を除きます。 
 前各号のほか，偶然な事故によって生じた損害。ただし，被保険自動車と他物との衝
突もしくは接触によって生じた損害または被保険自動車の転覆もしくは墜落によって生
じた損害を除きます。 

 車両保険の免責金額に関する特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，車両保険契約における保険証券記載の免責金額が３万円または５万円であ
って，かつ，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 

第２条（車両免責金額の取扱い－免責金額３万円または５万円の不適用） 
保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）と相手自動車との衝突また

は接触によって被保険自動車に生じた損害に対して，普通保険約款車両条項第５条（支払
保険金の計算）第１項の表中 または車両価額協定保険特約第４条（支払保険金の計算）
の表中 の規定により差し引かれるべき免責金額が３万円または５万円である場合は，当
会社は，この特約により，その免責金額を差し引きません。ただし，被保険自動車と衝突
または接触した相手自動車の登録番号等（登録番号，車両番号，標識番号または車台番号
をいいます。）ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が
確認された場合に限ります。 

第３条（定 義） 
① この特約において，相手自動車とは，その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動
車（原動機付自転車を含みます。以下この条において，同様とします。）をいいます。 

② この特約において，所有者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その借主 
 前２号以外の場合は，自動車を所有する者 

第４条（保険金の請求－交通事故証明書を提出できない場合） 
被保険者は，この特約に基づき保険金の支払を請求する場合，普通保険約款一般条項第

20条（保険金の請求）第２項ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由がある
ときは，交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりませ
ん。 
 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって，その
相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの 
 被保険自動車の損傷部位の写真 
 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料 

 車両盗難不担保特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており，かつ，保険証券
にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 

第２条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，この特約により，普通保険約款車両条項第１条（この条項の補償内容）の規
定にかかわらず，保険証券記載の自動車の盗難による損害（発見されるまでの間に生じた
損害を含みます。）に対しては，保険金を支払いません。 

② 当会社は，この特約により，車両危険限定補償特約（Ａ）第２号の規定を適用しません。 
第３条（盗難に関する代車等費用補償特約等の不適用） 

当会社は，前条の規定により保険金を支払わない場合には，盗難に関する代車等費用補
償特約，車両全損時諸費用補償特約および車両修理時諸費用補償特約の規定を適用しませ
ん。 

 地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約 
当会社は，この特約により，普通保険約款車両条項第４条（保険金をお支払いしない場

合）第１項第３号および第６号の規定にかかわらず，保険証券記載の自動車について次の
各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても，保険金を支払います。 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 前号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じ
た事故 

 車両保険の適用範囲に関する特約 
保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）がタンク車，ふん尿車等の

場合には，当会社は，この特約により，普通保険約款車両条項第１条（この条項の補償内
容）の規定にかかわらず，被保険自動車に付属するホースは，被保険自動車に含めません。 

 車両価額協定保険特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，普通保険約款車両条項が適用されている場合に適用されます。ただし，保
険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）が不特定の借主に有償で貸し渡
すことを目的とするレンタカー等の自動車（１年以上を期間とする貸借契約により貸し渡
す自動車を除きます。）である場合を除きます。 

第２条（協定保険価額） 
① 当会社と保険契約者または被保険者（普通保険約款車両条項第２条の被保険者をいいま
す。以下同様とします。）は，保険契約締結の時における被保険自動車と同一の用途・車種・
車名・型式・仕様・初度登録年月（被保険自動車が軽自動車である場合は，初度検査年月
をいいます。）の自動車の市場販売価格相当額を被保険自動車の価額として協定し，その価
額（以下「協定保険価額」といいます。）を保険金額として定めるものとします。 

② この特約において，「市場販売価格相当額」とは当会社が別に定める「自動車保険車両標
準価格表」等に記載された価格をいいます。 

第３条（協定保険価額の変更） 
① 保険契約締結の後，被保険自動車の改造または付属品の装着もしくは取りはずしによっ
て被保険自動車の価額が著しく増加または減少した場合には，保険契約者または被保険者
は，遅滞なく，書面をもってその旨を当会社に通知し，承認の請求を行わなければなりま
せん。この場合，当会社と保険契約者または被保険者は，保険証券記載の協定保険価額に
上記の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の協定保険価額から上記
の事由によって減少した価額を差し引いた額に，協定保険価額および保険金額を変更する
ものとします。 

② 普通保険約款一般条項第６条（被保険自動車の入替）第１項各号のいずれかの場合にお
いて，保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い，当会社がこれを
承認するときは，前条の規定により，普通保険約款一般条項第６条第１項に定める新規取
得自動車または所有自動車の価額を定め，協定保険価額および保険金額を変更するものと
します。 

③ 当会社は，前２項の場合には，その定めるところに従い，保険料を返還し，または追加
保険料を請求できます。 

④ 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前に
生じた事故による損害に対しては，保険金を支払いません。 

第４条（支払保険金の計算） 
１回の事故につき当会社の支払う損害保険金の額は，普通保険約款車両条項第５条（支

払保険金の計算）第１項の規定にかかわらず，下表のとおりとします。ただし，下表の免
責金額については，当会社が保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めることとし
ます。 

 
被保険自動車の損害の状態 損害保険金 

 修理費が協定保険価額以上と
なる場合または被保険自動車の損
傷を修理できない場合 

協定保険価額 

 被保険自動車が盗難され発見
されなかった場合 

協定保険価額 

 上記 ， 以外 次条に定める損害額－保険証券記載の免責金額 
ただし，協定保険価額を限度とします。 

 
第５条（損害額の決定） 

当会社が保険金を支払うべき損害の額（「損害額」といいます。）は，普通保険約款車両
条項第６条（損害額の決定）の規定にかかわらず，次のとおりとします。 

 被保険自動車の損害の状態が，前条の表中の または に規定するものである場合
（「全損」といいます。）は，協定保険価額 
 被保険自動車の損害の状態が，前条の表中の に規定するものである場合（「分損」と
いいます。）は，次の算式によって計算される額 

 
普通保険約款車両条項第３条
（用語の定義）第３号に規定
する修理費 

－ 
修理にともなって生じた残存
物がある場合は，その価額 

＝損害額 

 
第６条（協定保険価額が適正でない場合） 
① 被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し，保険契約者，被保険者またはこれらの者
の代理人が，故意または重大な過失によって当会社が被保険自動車の価額を評価するため
に必要と認めて照会した事項について，知っている事実を告げずまたは不実のことを告げ，
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その結果として第２条（協定保険価額）または第３条（協定保険価額の変更）の規定に従
って定めるべき額と異なった協定保険価額が定められた場合には，当会社は，保険証券記
載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって，この保険契約を解除することが
できます。 

② 前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。 
 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合 
 当会社が保険契約締結の際，前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知
っていた場合，または過失によってこれを知らなかった場合 
 保険契約者，被保険者またはこれらの者の代理人が，被保険自動車の価額を評価する
ために必要な事項について，書面をもって更正を申し出て，当会社がこれを承認した場
合。なお，当会社は，更正の申出を受けた場合には，その更正を申し出た事実が，保険
契約締結時に当会社に告げられていたとしても，当会社が，保険契約を締結していたと
認めるときに限り，これを承認するものとします。 
 当会社が保険契約締結の後，前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知っ
た時からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合 

③ 第１項の解除は，将来に向かってのみその効力を生じます。ただし，その解除が損害の
発生した後になされた場合であっても，当会社は，保険金を支払いません。この場合にお
いて，すでに保険金を支払っていたときは，その返還を請求することができます。 

 車両新価保険特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されており，保険期間の末日
が，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）の初度登録（被保険自動
車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は初度検査をいいます。以
下同様とします。）から37か月以内であり，かつ，保険証券にこの特約を適用する旨記載さ
れている場合に適用されます。 

第２条（協定新価保険価額） 
① 当会社と保険契約者または被保険者（被保険自動車の所有者をいいます。以下同様とし
ます。）は，被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相
当額を被保険自動車の新車保険価額として協定し，その価額（以下「協定新価保険価額」
といいます。）を協定新価保険金額として定めるものとします。 

② 前項の「新車の市場販売価格相当額」とは当会社が別に定める「自動車保険車両標準価
格表」（以下この項において，「車価表」といいます。）等に記載された価格をいいます。た
だし，保険契約締結の時において，車価表等に被保険自動車と同一の用途・車種・車名・
型式・仕様の自動車の記載がない場合は，車価表に記載された初度登録後１年未満の被保
険自動車と同等クラスの自動車の価格により定めるものとします。 

第３条（協定新価保険価額の変更） 
① 普通保険約款一般条項第６条（被保険自動車の入替）第１項各号のいずれかの場合に，
保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い，当会社がこれを承認す
るときにおいて，保険期間の末日が，同項に定める新規取得自動車または所有自動車（以
下この条において，「新規取得自動車等」といいます。）の初度登録から37か月以内である
ときは，前条の規定により新規取得自動車等の新車保険価額を定め，協定新価保険価額お
よび協定新価保険金額を変更するものとします。 

② 前項の場合において，保険期間の末日が新規取得自動車等の初度登録から37か月を超え
るときは，当会社は，この特約を適用しません。 

③ 当会社は，第１項の場合には，その定めるところに従い，保険料を返還し，または追加
保険料を請求できます。 

④ 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前に
生じた事故による損害に対しては，保険金（普通保険約款車両条項第１条に規定する保険
金をいいます。以下同様とします。）を支払いません。 

第４条（支払保険金の計算） 
① １回の事故につき当会社が支払う保険金の額は，普通保険約款車両条項第５条（支払保
険金の計算）第１項および車両価額協定保険特約第４条（支払保険金の計算）の規定にか
かわらず，次のとおりとします。ただし，保険証券記載の協定新価保険金額を限度としま
す。 

 被保険自動車の損傷を修理することができない場合で次条第１項に定める再取得を行
ったとき，または普通保険約款車両条項第３条（用語の定義）第３号に規定する修理費
（以下「修理費」といいます。）が協定新価保険価額の50％以上（ただし，被保険自動車
の車体の本質的構造部分（内外装・外板部品を除きます。）に著しい損傷が生じている場
合に限ります。）もしくは車両価額協定保険特約第２条（協定保険価額）に定める協定保
険価額（以下「協定保険価額」といいます。）以上となる場合で同項に定める復旧を行っ
たときは，協定新価保険価額 
 被保険自動車の損傷を修理することができない場合で次条第１項に定める再取得を行
わなかったとき，または修理費が協定保険価額以上となる場合で同項に定める復旧を行
わなかったときは，協定保険価額 
 前２号以外の場合は，車両価額協定保険特約第５条（損害額の決定）第２号に規定す
る損害額（以下「損害額」といいます。）から保険証券記載の免責金額（当会社が保険金
を支払う事故の発生の時の順によって定めます。）を差し引いた額 

② 前項第１号に定める当会社が支払うべき保険金の額は，損害を受けた被保険自動車につ
いて次条第１項に定める復旧をするために実際に要した額（被保険自動車の代替として使
用する自動車（以下「代替自動車」といいます。）を再取得する場合は，代替自動車の本体
価格，付属品およびこれらに係る消費税の額とします。以下この項において，「復旧費用」
といいます。）が協定新価保険価額を下回る場合はそれぞれ下記の金額とします。 

 被保険自動車の損傷を修理することができない場合または修理費が協定保険価額を超
える場合は，協定保険価額と復旧費用のいずれか高い額 
 修理費が協定保険価額以下となる場合は，修理費と復旧費用のいずれか高い額 

第５条（復旧義務） 
① 被保険者は，前条第１項第１号および同条第２項により保険金の支払を受ける場合には，
被保険自動車に損害が生じた日の翌日から起算して１年以内に，代替自動車を再取得（所
有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。以下同様とします。）または被保険自動
車の損傷を修理（以下「復旧」といいます。）しなければなりません。ただし，復旧に際し
てやむを得ない事情がある場合には，あらかじめ当会社の承認を得て，復旧の期間につき，
これを変更することができます。 

② 保険契約者または被保険者は，前項に定める復旧をした場合は，遅滞なく，書面をもっ
てその旨を当会社に通知しなければなりません。 

第６条（協定新価保険価額が適正でない場合） 
① 被保険自動車の協定新価保険価額を定めるに際し，保険契約者，被保険者またはこれら
の者の代理人が，故意または重大な過失によって当会社が被保険自動車の新車保険価額を
評価するために必要と認めて照会している事項について，知っている事実を告げずまたは
不実のことを告げ，その結果として第２条（協定新価保険価額）または第３条（協定新価

保険価額の変更）の規定に従って定めるべき額と異なった協定新価保険価額が定められた
場合には，当会社は，保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって，
この保険契約を解除することができます。 

② 前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。 
 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合 
 当会社が保険契約締結の際，前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知
っていた場合，または過失によってこれを知らなかった場合 
 保険契約者，被保険者またはこれらの者の代理人が，被保険自動車の新車保険価額を
評価するために必要な事項について，書面をもって更正を申し出て，当会社がこれを承
認した場合。なお，当会社は，更正の申出を受けた場合には，その更正を申し出た事実
が，保険契約締結時に当会社に告げられていたとしても，当会社が，保険契約を締結し
ていたと認めるときに限り，これを承認するものとします。 
 当会社が保険契約締結の後，前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知っ
た時からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合 

③ 第１項の解除は，将来に向かってのみその効力を生じます。ただし，その解除が損害の
発生した後になされた場合であっても，当会社は，保険金を支払いません。この場合にお
いて，すでに保険金を支払っていたときは，その返還を請求することができます。 

第７条（この特約を適用しない場合） 
当会社は，次の各号に規定する損害に対しては，この特約を適用しません。 
 被保険自動車が盗難されたことによって生じた損害。ただし，被保険自動車が発見さ
れた場合で，発見されるまでの間に被保険自動車に損害が生じたときはこの限りではあ
りません。 
 次のいずれかに該当する者の極めて重大な過失（事故の直接の原因となりうる過失で
あって，通常の不注意等では説明のできない行為（不作為を含みます。）をともなったも
のをいいます。）によって生じた損害 
 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場
合は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間と
する貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理
事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 上記 および に定める者の法定代理人 
 上記 および に定める者の業務に従事中の使用人 
 上記 および に定める者の父母，配偶者（内縁を含みます。）または子。ただし，
被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限
ります。 

第８条（保険金の支払時期） 
① 当会社は，保険契約者または被保険者が第５条（復旧義務）第２項の復旧の通知をした
日からその日を含めて30日以内に，保険金を支払います。 

② 当会社が前項の期間内に必要な調査を終えることができない場合は，これを終えた後，
遅滞なく，保険金を支払います。 

③ 当会社は，被保険者が復旧する意思のないことを当会社に申し出た場合は申出のあった
日からその日を含めて30日以内に，申し出なかった場合は復旧の期間が満了した日からそ
の日を含めて30日以内に，保険金を支払います。 

第９条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額） 
被保険自動車について，この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約または共済契

約がある場合には，当会社は，次の各号に定める額を保険金として支払います。 
 他の保険契約または共済契約がないものとして第４条（支払保険金の計算）の規定に
従い算出した保険金の額（以下この条において，「新価損害額」といいます。）が協定保
険価額以下であって，かつ，修理費が協定新価保険価額の50％以上となる場合は，損害
額までの新価損害額について普通保険約款一般条項第18条（重複契約の取扱い）第１項
の規定に基づき決定した額，および新価損害額のうち損害額を超える額の合計額。ただ
し，第５条（復旧義務）第２項の復旧の通知を受けた場合に限ります。 
 新価損害額が協定保険価額を超える場合は，協定保険価額までの新価損害額について
普通保険約款一般条項第18条第１項の規定に基づき決定した額，および新価損害額のう
ち協定保険価額を超える額の合計額。ただし，第５条第２項の復旧の通知を受けた場合
に限ります。 
 前２号以外の場合は，普通保険約款一般条項第18条第１項の規定に基づき決定した額 

第10条（再取得時諸費用保険金） 
① 被保険者が被保険自動車の代替自動車を再取得したことにより当会社が保険金を支払う
場合は，下表に定める額を再取得時諸費用保険金として被保険者に支払います。 

 
 協定新価保険価額が100万円以下の場合 10万円 

 協定新価保険価額が100万円を超えて300万円以下の場
合 

協定新価保険金額の10％ 

 協定新価保険価額が300万円を超える場合 30万円 
 
② 当会社は，前項の規定によって支払うべき再取得時諸費用保険金と保険金の合計額が保
険証券記載の協定新価保険金額を超える場合であっても，再取得時諸費用保険金を支払い
ます。 

③ 再取得時諸費用保険金に関しては，第１項と支払責任の発生要件を同じくする他の保険
契約または共済契約がある場合は，当会社は，普通保険約款一般条項第18条（重複契約の
取扱い）第３項および同条第４項第２号 の規定中，「賠償責任条項第６条（費用）第２項
の臨時費用および人身傷害補償条項第７条（費用）第２項の臨時費用」とあるのを「再取
得時諸費用保険金」と読み替えて適用します。 

④ この保険契約に車両全損時諸費用補償特約が適用されている場合において，再取得時諸
費用保険金が支払われるときは，当会社は，車両全損時諸費用補償特約第２条（全損時諸
費用保険金）に定める全損時諸費用保険金は支払いません。すでに全損時諸費用保険金を
支払っていた場合は，その金額を差し引いて再取得時諸費用保険金を支払います。 

⑤ この保険契約に車両修理時諸費用補償特約が適用されている場合において，再取得時諸
費用保険金が支払われるときは，当会社は，車両修理時諸費用補償特約第２条（修理時諸
費用保険金）に定める修理時諸費用保険金は支払いません。すでに修理時諸費用保険金を
支払っていた場合は，その金額を差し引いて再取得時諸費用保険金を支払います。 

第11条（被害物についての当会社の権利） 
① 当会社は，普通保険約款車両条項第８条（被害物についての当会社の権利）第１項の規
定にかかわらず，第５条（復旧義務）第１項に規定する再取得を行ったことにより当会社
が保険金を支払った場合は，被保険自動車について被保険者が有するすべての権利を取得
します。 

② 前項の場合において，当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払
ったときは，被保険自動車について被保険者が有する権利は当会社には移転しません。 

第12条（準用規定） 
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この特約に規定しない事項については，この特約に反しない限り，普通保険約款車両条
項，一般条項および車両価額協定保険特約の規定を準用します。 

 盗難に関する代車等費用補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）に普通保険約
款車両条項の適用がある場合（車対車「車両損害」補償特約（相手自動車確認条件付）の
適用がある場合は，あわせて車両危険限定補償特約（Ａ）が適用されていることを条件と
します。）に限り適用されます。ただし，被保険自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すこ
とを目的とするレンタカー等の自動車（１年以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自
動車を除きます。）である場合を除きます。 

第２条（この特約の補償内容－代車等費用保険金） 
① 当会社は，被保険自動車が盗難（付属品等被保険自動車の一部分のみの盗難を除きます。
以下同様とします。）にあったことにより使用不能となった場合は，保険契約者または被保
険者（被保険自動車の所有者をいいます。以下同様とします。）が盗難の事実を警察官に届
け出たときに限り，この特約に従い，第３項に定める金額を代車等費用保険金として被保
険者に支払います。ただし，普通保険約款車両条項第４条（保険金をお支払いしない場合）
の規定により，被保険自動車に生じた損害に対して保険金（同条項第１条第１項に規定す
る保険金に限ります。以下同様とします。）が支払われない場合を除きます。 

② 前項の所有者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その借
主 
 前２号以外の場合は，被保険自動車を所有する者 

③ 当会社が支払う代車等費用保険金の額は，次の各号の日数から 初の３日を控除した日
数に対して，１日につき3,000円とします。ただし，30日を限度とします。 

 被保険自動車が発見されなかったことにより，または発見されたが損傷していたこと
により，当会社が普通保険約款車両条項第５条（支払保険金の計算）第１項の表中 ま
たは の規定に従い，保険金を支払う場合，または，車両価額協定保険特約第４条（支
払保険金の計算）の表中 または の規定に従い，保険金を支払う場合 
 警察届出日（保険契約者または被保険者が盗難にあったことを警察官に届け出た日を
いいます。以下この項において，同様とします。）からその日を含めて保険金支払日まで
の日数。ただし，保険契約者または被保険者の責に帰すべき事由により保険金の支払が
遅延した場合は，その遅延によって増加した日数を除きます。 
 被保険自動車が発見された場合であって，前号以外のとき。 
 警察届出日からその日を含めて被保険自動車が発見されて保険契約者，被保険者また
は自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日（発見時におけ
る被保険自動車の損傷の状態により修理が必要な場合は，修理完了後手元に戻った日を
いいます。）までの日数。ただし，保険契約者，被保険者または自動車検査証の使用者欄
に記載された者の責に帰すべき事由によりこれらの者の手元に被保険自動車の戻るのが
遅延した場合は，その遅延によって増加した日数を除きます。 

④ 当会社は，第１項の規定によって支払うべき代車等費用保険金と普通保険約款車両条項
第５条（支払保険金の計算）第１項または車両価額協定保険特約第４条（支払保険金の計
算）に定める保険金の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても，代車等
費用保険金を支払います。 

⑤ 代車等費用保険金に関しては，第１項と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約
または共済契約がある場合は，当会社は，普通保険約款一般条項第18条（重複契約の取扱
い）第３項および同条第４項第２号 の規定中，「賠償責任条項第６条（費用）第２項の臨
時費用および人身傷害補償条項第７条（費用）第２項の臨時費用」とあるのを「代車等費
用保険金」と読み替えて適用します。 

第３条（保険金の請求） 
当会社に対する代車等費用保険金の請求権は，普通保険約款一般条項第20条（保険金の

請求）第１項第４号の規定にかかわらず，前条の規定によって当会社が保険金を支払うべ
き日数が確定した時から発生し，これを行使することができるものとします。 

第４条（被保険自動車発見時の保険契約者または被保険者の義務） 
① 保険契約者または被保険者は，盗難にあった被保険自動車を発見した場合または発見さ
れたことを知った場合は，直ちに当会社に通知しなければなりません。 

② 保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合は，当会社
は代車等費用保険金を支払いません。 

第５条（普通保険約款の準用） 
この特約に規定しない事項については，この特約に反しない限り，普通保険約款車両条

項および一般条項を準用します。この場合において，普通保険約款車両条項第９条（盗難
自動車の返還）の「すでに受け取った保険金」には，代車等費用保険金を含めないものと
します。 

 事故時レンタカー費用の支払対象日数に関する特約

（10日間） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に普通保険約款事故時レンタカー費用条項が適用されており，
かつ，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 

第２条（事故時レンタカー費用の支払対象日数についての読み替え） 
当会社は，この特約により，普通保険約款事故時レンタカー費用条項第４条（支払保険

金の計算）第１項の規定中，「被保険者がレンタカーを使用した日数」とあるのを「被保険
者がレンタカーを使用した日数（ただし，10日を限度とします。）」と読み替えて適用しま
す。 

 代車等費用補償特約（修理期間定額払） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 
第２条（この特約の補償内容－代車等費用保険金） 
① 当会社は，普通保険約款車両条項第１条（この条項の補償内容）第１項（補償範囲が限
定される旨の特約が適用されている場合は，その特約および普通保険約款車両条項第１条
第１項）に規定する保険金支払の対象となる事故にともない，保険証券記載の自動車（以
下「被保険自動車」といいます。）に損害が生じた場合に，この特約に従い，次条に定める
金額を代車等費用保険金として被保険者（被保険自動車の所有者をいいます。以下同様と
します。）に支払います。 

② 前項の所有者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その借

主 
 前２号以外の場合は，被保険自動車を所有する者 

③ 第１項の規定にかかわらず，被保険自動車が自力で走行できる場合で，被保険者がその
損傷を修理しないときは，当会社は，代車等費用保険金を支払いません。 

第３条（代車等費用保険金の計算） 
① １回の事故につき当会社が支払う代車等費用保険金の額は，次の各号に定める日数を限
度として，第３項に定める代車必要日数から保険証券記載の免責日数を控除した日数（以
下この条において，「支払対象日数」といいます。）に，保険証券記載の支払日額（以下こ
の条において，「支払日額」といいます。）を乗じた額とします。 

 普通保険約款車両条項および一般条項に従い，全損となる場合は，30日 
 普通保険約款車両条項および一般条項に従い，前号以外となる場合は，被保険自動車
が修理のために修理工場に入庫されてからその日を含めて保険契約者，被保険者または
被保険自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日ま
での日数または30日のいずれか少ない日数。ただし，保険契約者，被保険者または自動
車検査証の使用者欄に記載された者の責に帰すべき事由によりこれらの者の手元に被保
険自動車の戻るのが遅延した場合は，その遅延によって増加した日数を除きます。 

② 盗難に関する代車等費用補償特約（以下この項において，「盗難代車特約」といいます。）
により保険金が支払われる場合で，支払対象日数と盗難代車特約による保険金の支払の対
象となる期間が重複するときは，その重複する期間（以下この項において，「重複期間」と
いいます。）については，当会社は，次の の額から の額を差し引いた額を支払日額とみ
なして，前項の規定に従い，代車等費用保険金を支払います。ただし， の額が の額と
同額以上となる場合は，当会社は，重複期間について，代車等費用保険金を支払いません。 

 支払日額 
 盗難代車特約により支払われる１日あたりの保険金の額 

③ 第１項の「代車必要日数」は，次の各号のいずれかに定める日数とします。 
 当会社が普通保険約款車両条項第１条（この条項の補償内容）第１項の保険金（以下
この号において，「保険金」といいます。）支払の対象となる事故にともない，被保険自
動車の損傷を修理することができない場合，または被保険自動車が自力で走行できない
場合であって被保険者がその損傷を修理をしなかった場合において，被保険者が被保険
自動車の代替として使用する自動車を新たに取得（所有権留保条項付売買契約に基づく
購入を含みます。）し，または１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合は，
事故の日からその日を含めて保険金支払日までまたは被保険自動車の代替として自動車
を新たに取得し，もしくは借り入れた日までの日数。ただし，保険契約者または被保険
者の責に帰すべき事由により保険金の支払いが遅延した場合は，その遅延によって増加
した日数を除きます。 
 当会社が普通保険約款車両条項第１条第１項の保険金支払の対象となる事故にともな
い，被保険者が被保険自動車の損傷を修理した場合は，被保険自動車が修理のために修
理工場に入庫した日からその日を含めて，修理完了後，保険契約者，被保険者または被
保険自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日まで
の日数。ただし，保険契約者，被保険者または自動車検査証の使用者欄に記載された者
の責に帰すべき事由によりこれらの者の手元に被保険自動車の戻るのが遅延した場合は，
その遅延によって増加した日数を除きます。 

④ 当会社は，第１項および第２項の規定によって支払うべき代車等費用保険金と普通保険
約款車両条項第５条（支払保険金の計算）第１項または車両価額協定保険特約第４条（支
払保険金の計算）に定める保険金の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっ
ても，代車等費用保険金を支払います。 

⑤ 代車等費用保険金に関しては，前条と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約ま
たは共済契約がある場合は，当会社は，普通保険約款一般条項第18条（重複契約の取扱い）
第３項および同条第４項第２号 の規定中，「賠償責任条項第６条（費用）第２項の臨時費
用および人身傷害補償条項第７条（費用）第２項の臨時費用」とあるのを「代車等費用保
険金」と読み替えて適用します。 

第４条（保険金の請求） 
当会社に対する代車等費用保険金の請求権は，普通保険約款一般条項第20条（保険金の

請求）第１項第４号の規定にかかわらず，前条の規定によって当会社が保険金を支払うべ
き日数が確定した時から発生し，これを行使することができるものとします。 

第５条（代 位） 
普通保険約款一般条項第23条（代位）の規定にかかわらず，当会社がこの特約に従い保

険金を支払った場合でも，被保険者が代車等費用について第三者に対して有する損害賠償
請求権は，当会社に移転しません。 

第６条（地震・噴火・津波危険補償に関する特約が適用されている場合の特則） 
この保険契約に地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約または地震・噴火・津波危

険「車両損害」補償特約（縮小補償）（以下この条において，「地震・噴火・津波危険補償
に関する特約」といいます。）が適用されている場合には，地震・噴火・津波危険補償に関
する特約によって保険金を支払うべき損害に対しては，当会社は，この特約を適用しませ
ん。 

第７条（普通保険約款事故時レンタカー費用条項の不適用） 
当会社は，この特約が適用されている保険契約については，普通保険約款事故時レンタ

カー費用条項第１条（この条項の補償内容）および同条項第４条（支払保険金の計算）に
定めるレンタカー費用保険金は支払いません。 

第８条（普通保険約款の準用） 
この特約に規定しない事項については，この特約に反しない限り，普通保険約款車両条

項および一般条項を準用します。 

 代車等費用の支払対象日数に関する特約（定額払・

10日間） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に代車等費用補償特約（修理期間定額払）が適用されており，
かつ，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 

第２条（代車等費用の支払対象日数についての読み替え） 
当会社は，この特約により，代車等費用補償特約（修理期間定額払）第３条（代車等費

用保険金の計算）第１項の規定中，「30日」とあるのを，「10日」と読み替えて適用します。 

 身の回り品補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 
第２条（この特約の補償内容） 
① 当会社は，衝突，接触，墜落，転覆，物の飛来，物の落下，火災，爆発，台風，こう水，
高潮その他偶然な事故および盗難によって保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」
といいます。）の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリア（自動車の屋根もしくは
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トランク上に設置された小型もしくは少量の荷物を積載もしくは運搬するための装置をい
います。）に固定された日常生活の用に供するために個人が所有する動産（以下「身の回り
品」といいます。）に生じた損害に対して，この特約に従い，身の回り品の所有者（以下「被
保険者」といいます。）に保険金を支払います。 

② 前項の身の回り品には，次の物を含みません。 
 被保険自動車に定着または装備されている物であって，通常，自動車の付属品とみな
される物および被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料 
 商品，見本品，事業用什器，事業用備品，事業用機械装置その他事業を営むために使
用される物 
 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物 

③ 当会社は，この特約が被保険者の委託を受けないで付帯される場合があることをあらか
じめ承認します。この場合，保険契約者はその旨を当会社に告げることを要しません。 

第３条（保険金をお支払いしない場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては，保険金
を支払いません。 

 次のいずれかに該当する者の故意 
 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場
合は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間と
する貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理
事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 上記 および に定める者の法定代理人 
 上記 および に定める者の業務に従事中の使用人 
 上記 および に定める者の父母，配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
または子。ただし，被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目
的であった場合に限ります。 

 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 
 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 
 第２号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱
に基づいて生じた事故 
 差押え，収用，没収，破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし，消防また
は避難に必要な処置として行われた場合を除きます。 
 キャリアに固定された身の回り品の盗難 
 紛失 
 詐欺または横領 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害に対しては，保険金を支払いません。 
 身の回り品に存在する欠陥，摩滅，腐しょく，さびその他自然の消耗 
 故障損害（偶然な外来の事故に直接起因しない身の回り品の電気的または機械的損害
をいいます。） 

③ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する物に生じた損害に対しては，保険金を支払い
ません。 

 通貨，有価証券，預金証書または貯金証書（通帳およびキャッシュカードを含みます。），
印紙，切手その他これらに類する物 
 貴金属，宝玉，宝石および書画，骨董，彫刻物その他の美術品 
 稿本，設計書，図案，証書，帳簿，運転免許証その他これらに類する物 
 動物，植物等の生物 

④ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで
被保険自動車を運転している場合，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合，または
道路交通法第65条第１項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合にその
本人の所有する身の回り品について生じた損害に対しては，保険金を支払いません。 

 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場合
は，その理事，取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間とす
る貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの者が法人である場合は，その理事，
取締役または法人の業務を執行するその他の機関） 
 前２号に定める者の法定代理人 
 第１号および第２号に定める者の業務に従事中の使用人 
 第１号および第２号に定める者の父母，配偶者または子 

第４条（損害額の決定） 
① 当会社が保険金を支払うべき損害の額（以下「損害額」といいます。）は，その損害が生
じた地および時における損害を生じた身の回り品の価額（以下「保険価額」といいます。）
によって定めます。 

② 身の回り品の損傷を修理することができる場合には，次の および の合計額から お
よび の合計額を差し引いた額を損害の額とします。 

 次条に定める修理費 
 第６条（費用）に定める費用 
 修理に際し部分品を交換したために損害を生じた身の回り品全体として価額の増加を
生じた場合は，その増加額 
 修理にともなって生じた残存物がある場合は，その価額 

③ 第６条（費用）に定める費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合は，その
費用を損害額とします。 

④ 損害を生じた身の回り品が１組または１対のものからなる場合において，その一部に損
害が生じたときは，その損害が損害を生じた身の回り品全体の価値に及ぼす影響を考慮し
て損害額を決定します。 

第５条（修理費） 
前条の修理費とは，損害が生じた地および時において，損害を生じた身の回り品を事故

発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 
第６条（費 用） 

第４条（損害額の決定）の費用とは，保険契約者または被保険者が支出した次の費用を
いいます。 
 普通保険約款一般条項第14条（事故発生時の義務）第１号に規定する損害の防止また
は軽減のために必要または有益であった費用 
 普通保険約款一般条項第14条第６号に規定する権利の保全または行使に必要な手続を

するために要した費用 
 盗難にあった身の回り品を引き取るために必要であった費用 
 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する身の回り品の分担額 

第７条（支払保険金の計算） 
① １回の事故につき当会社の支払う保険金の額は，全ての身の回り品の損害額の合計額か
ら，次の金額を差し引いた額とします。ただし，保険証券記載の保険金額（以下「保険金
額」といいます。）を限度とし，保険金額が保険価額を超える場合は，保険価額を限度とし
ます。 

 保険証券記載の免責金額（以下この項において，「免責金額」といいます。） 
 損害額のうち，第三者が負担すべき金額で被保険者がすでに回収したもの（以下この
条において，「回収金」といいます。）がある場合において，回収金の額が前号の免責金
額を超過するときは，その超過額 

② 被保険者が２名以上いる場合は，前項に記載した当会社の支払う保険金の額に，次の の
額の の額に対する割合を乗じて各被保険者別の当会社の支払う保険金の額を決定します。 

 各被保険者別の損害額。ただし，回収金を差し引いた残額とします。 
 上記 の合計額 

第８条（現物による支払） 
当会社は，身の回り品の損害の全部または一部に対して，修理または代品の交付をもっ

て保険金の支払に代えることができます。 
第９条（被害物についての当会社の権利） 
① 当会社が損害を生じた身の回り品に対して全損（第４条による損害額または第５条の修
理費が，損害を生じた身の回り品の保険価額以上となる場合をいいます。）として保険金を
支払った場合は，損害を生じた身の回り品について被保険者が有するすべての権利を取得
します。ただし，保険金額が損害を生じた身の回り品の保険価額に達しない場合には，当
会社は，保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。 

② 前項の場合において，当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払
ったときは，損害を生じた身の回り品について被保険者が有する権利は当会社に移転しま
せん。 

第10条（盗難身の回り品の返還） 
当会社が身の回り品の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から

起算して60日以内に身の回り品が発見された場合は，被保険者は，すでに受け取った保険
金を当会社に払い戻して，その返還を受けることができます。この場合，発見されるまで
の間に身の回り品に生じた損害に対して保険金を請求することができます。 

第11条（盗難の際の調査） 
① 身の回り品について盗難が発生した場合は，当会社は，盗難に関する事実および状況を
調査し，かつ，保険契約者，被保険者，その家族，使用人または監守人に対し詳細な陳述
を求めることができます。 

② 保険契約者または被保険者は，当会社が前項の調査をし，もしくは陳述を求めた場合は
これに協力しなければなりません。 

③ 保険契約者または被保険者が第１項の陳述に不正の表示をした場合もしくは知っている
事実を告げない場合または正当な理由がなく前項の協力を拒んだ場合は，当会社は，保険
金を支払いません。 

第12条（盗難品発見後の通知義務） 
保険契約者または被保険者は，盗難にあった身の回り品を発見し，または回収した場合

は，直ちにその旨を当会社に通知しなければなりません。 
第13条（保険金支払前に盗難品が回収された場合の措置） 

盗難にあった身の回り品について，当会社が損害に対して保険金を支払う前にその身の
回り品が回収された場合は，その身の回り品について盗難の損害は生じなかったものとみ
なします。ただし，その身の回り品にき損または汚損がある場合は，損害が生じたものと
みなします。 

第14条（普通保険約款車両条項との関係） 
損害を生じた身の回り品について，この保険契約に適用されている普通保険約款車両条

項による損害保険金が支払われる場合は，当会社は，その身の回り品に対しては，この特
約による保険金を支払いません。 

第15条（普通保険約款積載動産損害条項の不適用） 
当会社は，この特約が適用されている保険契約については，普通保険約款積載動産損害

条項第１条（この条項の補償内容）および同条項第５条（支払保険金の計算）に定める積
載動産損害保険金は支払いません。 

第16条（運転者年齢条件の不適用） 
この特約の適用においては，当会社は，家族運転者等の年齢条件特約および同居の子供

年齢条件追加特約の規定は適用しません。 
第17条（普通保険約款の準用） 

この特約に規定しない事項については，この特約に反しない限り，普通保険約款一般条
項の規定を準用します。この場合において，普通保険約款一般条項第14条（事故発生時の
義務）の「被保険自動車」を「身の回り品」と，第18条（重複契約の取扱い）および第20
条（保険金の請求）の「車両条項」を「身の回り品補償特約」と，第23条（代位）の「車
両損害」を「身の回り品損害」と読み替えるものとします。 

 車両全損時諸費用補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 
第２条（全損時諸費用保険金） 
① 当会社は，この特約により，普通保険約款車両条項および一般条項（保険証券記載の自
動車（以下「被保険自動車」といいます。）について適用される他の特約を含みます。以下
同様とします。）の規定により，当会社の保険金を支払うべき損害が次の各号に規定する全
損である場合は，１回の事故につき，車両保険契約における保険証券記載の保険金額の10％
（この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合であって，保険金額が普
通保険約款車両条項第５条第１項の保険価額を超えるときには，保険価額の10％に相当す
る額とします。）を全損時諸費用保険金として被保険自動車の所有者に支払います。ただし，
１回の事故につき20万円を限度とします。 

 この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合は，同特約第５条（損害
額の決定）第１号 
 この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合は，普通保険約款車両
条項第６条（損害額の決定）第１号 

② 当会社は，前項の規定によって支払うべき全損時諸費用保険金と普通保険約款車両条項
第５条（支払保険金の計算）に定める保険金（この保険契約に車両価額協定保険特約が適
用されている場合には，同特約第４条に定める保険金とします。）の合計額が保険証券記載
の保険金額を超える場合であっても，全損時諸費用保険金を支払います。 

③ 第１項の全損時諸費用保険金と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共
済契約がある場合は，当会社は，普通保険約款一般条項第18条（重複契約の取扱い）第３



07-7月版 トータルアシスト 

― 35 ― 

項および同条第４項第２号 の規定中，「賠償責任条項第６条（費用）第２項の臨時費用お
よび人身傷害補償条項第７条（費用）第２項の臨時費用」を「全損時諸費用保険金」と読
み替えて適用します。 

④ 当会社に対する全損時諸費用保険金の請求権は，事故発生の時から発生し，これを行使
することができるものとします。 

第３条（普通保険約款の準用） 
この特約に規定しない事項については，この特約に反しない限り，普通保険約款車両条

項および一般条項の規定を準用します。 

 車両修理時諸費用補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており，かつ，保険証券
にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。ただし，普通保険約款車両
条項第３条（用語の定義）第４号に定める保険金額が保険証券記載の保険期間を通じて50
万円以下となる場合は除きます。 

第２条（修理時諸費用保険金） 
① 当会社の保険金を支払うべき損害が次の各号に規定する分損であり，かつ，普通保険約
款車両条項第６条（この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合は，同特
約第５条）に定める損害額（以下「損害額」といいます。）が50万円以上となる場合は，所
有者に臨時に生じる費用に対して，損害額の５％を修理時諸費用保険金として所有者に支
払います。ただし，10万円を限度とします。 

 この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合は，同特約第５条（損害
額の決定）第２号 
 この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合は，普通保険約款車両
条項第６条（損害額の決定）第２号 

② 前項の所有者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 保険証券記載の自動車（以下この項において，「被保険自動車」といいます。）が所有
権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その借
主 
 前２号以外の場合は，被保険自動車を所有する者 

③ 当会社は，第１項の規定によって支払うべき修理時諸費用保険金と普通保険約款車両条
項第５条（支払保険金の計算）または車両価額協定保険特約第４条（支払保険金の計算）
に定める保険金の額の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても，修理時
諸費用保険金を支払います。 

④ 当会社に対する修理時諸費用保険金の請求権は，損害額が確定した時から発生し，これ
を行使することができるものとします。 

⑤ 第１項の修理時諸費用保険金と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共
済契約がある場合は，当会社は，普通保険約款一般条項第18条（重複契約の取扱い）第３
項および同条第４項第２号 の規定中，「賠償責任条項第６条（費用）第２項の臨時費用お
よび人身傷害補償条項第７条（費用）第２項の臨時費用」とあるのを「修理時諸費用保険
金」と読み替えて適用します。 

第３条（普通保険約款の準用） 
この特約に規定しない事項については，この特約に反しない限り，普通保険約款車両条

項および一般条項の規定を準用します。 

 リースカーに関する特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。 
 保険契約者と当会社との間に，リースカーの自動車保険に関する特約が締結されてい
ること。 
 保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）がリースカーの自動車保
険に関する特約第１条（対象とする自動車の範囲）に定める自動車に該当すること。 

第２条（保険責任の始期） 
当会社は，この特約により，普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および終期）

第２項の規定は適用しません。ただし，次の各号のいずれかに該当する事故による損害ま
たは傷害に対しては，当会社は，保険金を支払いません。この場合において，すでに保険
金を支払っていたときは，その返還を請求することができます。 
 保険契約者がリースカーの自動車保険に関する特約第３条（保険料の払込み）または
第６条（申込みの漏れまたは誤りの取扱い）第２項に定める払込期日までに保険料の払
込みを行わなかった場合は，保険料領収前に生じた事故 
 保険契約者がリースカーの自動車保険に関する特約第２条（保険契約の申込み）に定
める申込期日までに申込みを行わなかった場合で，その事実について保険契約者が自己
の故意および重大な過失によらなかったことを立証できなかったときは，リースカーの
自動車保険に関する特約第６条（申込みの漏れまたは誤りの取扱い）第１項に規定する
更正の手続を行うまでの間に生じた事故 

第３条（リース契約の終了または解除の場合） 
当会社は，この特約により，被保険自動車についてのリース契約の終了または解除によ

り保険契約者が賃借人から被保険自動車の返還を受けた場合は，その事実発生の時以後に
生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

第４条（解 除） 
リースカーの自動車保険に関する特約第８条（リース契約の終了または解除の場合）第

２項の規定に基づくこの保険契約の解除は，普通保険約款一般条項第10条（解除）第４項
の規定にかかわらず，リースカーの自動車保険に関する特約第８条第１項の事実発生の時
から将来に向かってのみその効力を生ずるものとします。 

 等級プロテクト特約（一般用） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。 
第２条（ノンフリート等級のすえおき） 
① 当会社は，この特約がこの保険契約に付帯された時以降，保険証券記載の保険期間（以
下この条において，「保険期間」といいます。）中１回目に支払う保険事故（この保険契約
の普通保険約款およびそれに付帯される特約に従い保険金を支払う事故をいいます。以下
同様とします。）に限り，この保険契約が当会社で継続された場合には，次契約に適用する
ノンフリート等級を決定するうえで等級すえおき事故として取り扱います。 

② 前項の規定にかかわらず，保険事故が当会社の定める等級すえおき事故（この特約によ
り，等級すえおき事故とみなした場合を除きます。）またはノーカウント事故（これらの事
故の組み合わせによる場合も含みます。）の場合は，同項の１回目に支払う保険事故とはし
ません。 

③ この保険期間が１年を超える場合は，前２項の規定は保険年度（初年度については，保

険期間の初日から１年間，次年度以降については，それぞれの保険期間の初日応当日から
１年間をいいます。）ごとに適用します。 

第３条（車両事故通知の義務） 
① この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合，同条項もしくは普通保険
約款車両付随損害条項に係る保険事故，身の回り品補償特約に係る保険事故または他車運
転危険補償特約第４条（車両損害についての特則）に係る保険事故（以下この条において
これらの事故を総称して，「車両等保険事故」といいます。）が発生し，保険契約者または
被保険者が，当該事故について前条第１項に定める等級すえおき事故としての取扱いを受
けようとするときは，次の各号に定める条件をいずれも満たさなければなりません。 

 車両等保険事故の発生の日の翌日から起算して７日以内に，事故発生の日時，場所お
よび事故の状況を当会社に通知すること。 
 被保険自動車または普通保険約款積載動産損害条項第１条（この条項の補償内容）に
定める積載動産（以下この項において，「積載動産」といいます。）もしくは身の回り品
を修理する場合には，あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし，必要な応急の仮手
当については，この限りではありません。 
 被保険自動車または積載動産もしくは身の回り品を処分する場合には，あらかじめ当
会社の承認を得ること。 

② 保険契約者または被保険者が，当会社の認める正当な理由がなくて前項各号の規定に違
反した場合，当会社は，当該車両等保険事故を前条第１項に定める等級すえおき事故とし
ては取り扱いません。 

第４条（準用規定） 
この特約に定めのない事項については，この特約の趣旨に反しない限り，この保険契約

の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。 

 車対車事故限定等級プロテクト特約（相手自動車確

認条件付） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合で，等級プロ
テクト特約（一般用）（以下「等級プロテクト特約」といいます。）が適用されており，か
つ，保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。 

第２条（定 義） 
① この特約において，相手自動車とは，その所有者が保険証券記載の自動車（以下「被保
険自動車」といいます。）の所有者と異なる自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様
とします。）をいいます。 

② この特約において，所有者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主 
 自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その借主 
 前２号以外の場合は，自動車を所有する者 

③ この特約において，他の自動車とは，他車運転危険補償特約第２条（他の自動車の定義）
に定める他の自動車をいいます。 

④ この特約において，等級プロテクト保険事故とは，等級プロテクト特約第２条（ノンフ
リート等級のすえおき）第１項に定める等級すえおき事故の対象となる保険事故をいいま
す。 

第３条（車両損害の等級プロテクトに関する特則） 
① 当会社は，この特約により，等級プロテクト特約の規定にかかわらず，普通保険約款車
両条項および車両付随損害条項に係る保険事故（この保険契約の普通保険約款およびそれ
に付帯された特約に従い保険金を支払う事故をいいます。以下同様とします。）ならびに身
の回り品補償特約に係る保険事故については，被保険自動車と相手自動車との衝突または
接触による事故に限り，等級プロテクト保険事故とします。ただし，被保険自動車と衝突
または接触した相手自動車の登録番号等（登録番号，車両番号，標識番号または車台番号
をいいます。以下同様とします。）ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および
氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。 

② 前項の規定により，等級プロテクト保険事故として取り扱う事故以外の普通保険約款車
両条項および車両付随損害条項に係る保険事故ならびに身の回り品補償特約に係る保険事
故については，等級プロテクト特約第２条（ノンフリート等級のすえおき）第１項の１回
目に支払う事故とはしません。 

第４条（他車運転危険補償特約の車両損害に関する特則） 
① 当会社は，この特約により，等級プロテクト特約の規定にかかわらず，他車運転危険補
償特約第４条（車両損害についての特則）に係る保険事故については，この保険契約に適
用されている等級プロテクト特約に定める被保険者（他車運転危険補償特約第３条第１項
に定める被保険者とします。以下この条において，「特約被保険者」といいます。）が運転
中の他の自動車と相手自動車との衝突または接触による事故に限り，等級プロテクト保険
事故とします。ただし，特約被保険者が運転中の他の自動車と衝突または接触した相手自
動車の登録番号等ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名
称が確認された場合に限ります。 

② 前項の規定により，等級プロテクト保険事故として取り扱う事故以外の他車運転危険補
償特約第４条（車両損害についての特則）に係る保険事故については，等級プロテクト特
約第２条（ノンフリート等級のすえおき）第１項の１回目に支払う事故とはしません。 

第５条（保険金の請求－交通事故証明書を提出できない場合） 
前２条において，被保険者（前条の特約被保険者を含みます。）は，普通保険約款一般条

項第20条（保険金の請求）第２項ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由が
ある場合は，交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなり
ません。 

 被保険自動車または他の自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書
類であって，その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記
名押印のあるもの 
 被保険自動車または他の自動車の損傷部位の写真 
 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料 

 団体扱特約（一般Ａ） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。 
 保険契約者が公社，公団，会社等の企業体（法人・個人の別を問いません。以下この
条において，同様とします。）に勤務し，毎月その企業体から給与の支払を受けているこ
と。 
 次のいずれかの契約が締結されていること。 
 保険契約者が給与の支払を受けている企業体（以下「団体」といいます。）と当会社
との間の「保険料集金に関する契約書（一般Ａ－１）」による保険料集金契約。ただし，
団体が労働基準法第24条に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその
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他の法令に基づき，保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことがで
きる場合に限ります。 
 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織（以下この条に
おいて，「職域労働組合等」といいます。）と当会社との間の「保険料集金に関する契
約書（一般Ａ－２）」による保険料集金契約。ただし，職域労働組合等が上記 のただ
し書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。 

 保険契約者が，当会社との間に「保険料集金に関する契約書（一般Ａ－１）」または「保
険料集金に関する契約書（一般Ａ－２）」による保険料集金契約（以下「集金契約」とい
います。）を締結した者（以下「集金者」といいます。）に次のことを委託し，集金者が
それを承諾していること。 
 集金者が団体である場合には，保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除し
て，これを当会社の指定する場所に支払うこと。 
 集金者が職域労働組合等である場合には，団体によって控除された保険料を団体か
ら受領して，これを当会社の指定する場所に支払うこと。 

第２条（保険料の払込方法） 
当会社は，この特約により，保険契約者が保険料を一括して払い込むか，または保険証

券記載の回数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込む（以下「分
割払」といいます。）ことを承認します。 

第３条（保険料の払込み） 
① 保険契約者は，保険料（分割払の場合は第１回分割保険料とします。以下「初回保険料」
といいます。）を保険契約締結の時直接当会社に払い込むか，または集金契約に定めるとこ
ろにより，集金者を経て払い込まなければなりません。 

② 分割払の場合，第２回以降の分割保険料は，集金契約に定めるところにより，集金者を
経て払い込まなければなりません。 

第４条（初回保険料領収前の事故） 
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても，当会社は，初回保険料領収前に生じ

た事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。ただし，初回保険料が
集金契約に定めるところにより，集金者を経て払い込まれる場合には，この限りではあり
ません。 

第５条（追加保険料の払込み） 
① 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 

② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第３項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 

④ 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請求がなか
ったものとして，普通保険約款（被保険自動車について適用される他の特約を含みます。）
に従い，保険金を支払います。 

第６条（保険料領収証の発行） 
当会社は，集金者を経て払い込まれた保険料については，領収した保険料の合計額に対

する保険料領収証を集金者に対して発行し，保険契約者に対してはこれを発行しません。 
第７条（特約の失効） 
① この特約は，次の各号のいずれかに該当する場合には，その事実が発生したことにより
集金者による保険料の集金が不能となった 初の給与支払日（以下「集金不能日」といい
ます。）から将来に向かってのみその効力を失います。 

 集金契約が解除された場合 
 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合 
 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合 
 前３号の場合のほか，この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の
集金が行われなくなった場合 

② 前項第１号の事実が発生した場合は，当会社は遅滞なく，書面をもって保険証券記載の
保険契約者の住所にあててその旨を通知します。 

第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み） 
前条第１項の規定により特約が効力を失った場合は，保険契約者は集金不能日の翌日か

ら起算して１か月以内に，未払込保険料（分割払の場合は，保険料総額からすでに払い込
まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者
を経ることなく，一時に当会社に払い込まなければなりません。 

第９条（未払込保険料不払の場合の免責） 
当会社は，前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には，

集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷
害に対しては，保険金を支払いません。 

第10条（解除－特約失効による未払込保険料不払の場合） 
① 当会社は，第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み）に定める期間内に未払込保険
料の全額が払い込まれない場合は，保険契約を解除することができます。 

② 当会社は，前項の解除を行う場合には保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面に
よりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力
を生じます。 

③ 第１項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，すでに領収した保険料は返
還しません。 

 団体扱特約（一般Ｂ） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。 
 保険契約者が公社，公団，会社等の企業体（法人・個人の別を問いません。以下この
条において，同様とします。）に勤務し，毎月その企業体から給与の支払を受けているこ
と。 
 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書（一般Ｂ）」による保
険料集金契約（以下「集金契約」といいます。）が締結されていること。 
 保険契約者が給与の支払を受けている企業体（以下「団体」といいます。） 
 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織 

 保険契約者が，当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集金者」といいます。）
に次のことを委託し，集金者がそれを承諾していること。 
 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所（以下「当該事業所」と
いいます。）において，給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集

金すること。 
 上記 により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。 

第２条（保険料の払込方法） 
当会社は，この特約により，保険契約者が保険料を一括して払い込むか，または保険証

券記載の回数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込む（以下「分
割払」といいます。）ことを承認します。 

第３条（保険料の払込み） 
① 保険契約者は，保険料（分割払の場合は第１回分割保険料とします。以下「初回保険料」
といいます。）を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込まなければなりません。ただし，
保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）について，保険契約者が当該
事業所において当会社と団体扱に係る特約を付した保険契約を締結していた場合であって，
その保険契約の保険期間の末日（その保険契約が保険期間の中途で解除された場合には，
その解除日とします。）をこの保険契約の保険期間の初日とするときには，集金契約に定め
るところにより，集金者を経て払い込むことができます。 

② 分割払の場合，第２回以降の分割保険料は，集金契約に定めるところにより，集金者を
経て払い込まなければなりません。 

第４条（初回保険料領収前の事故） 
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても，当会社は，初回保険料領収前に生じ

た事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。ただし，初回保険料が
集金契約に定めるところにより，集金者を経て払い込まれる場合には，この限りではあり
ません。 

第５条（追加保険料の払込み） 
① 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 

② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第３項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 

④ 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請求がなか
ったものとして，普通保険約款（被保険自動車について適用される他の特約を含みます。）
に従い，保険金を支払います。 

第６条（保険料領収証の発行） 
当会社は，集金者を経て払い込まれた保険料については，領収した保険料の合計額に対

する保険料領収証を集金者に対して発行し，保険契約者に対してはこれを発行しません。 
第７条（特約の失効） 
① この特約は，次の各号のいずれかに該当する場合には，その事実が発生したことにより
集金者による保険料の集金が不能となった 初の給与支払日（以下「集金不能日」といい
ます。）から将来に向かってのみその効力を失います。 

 集金契約が解除された場合 
 保険契約者が当該事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合 
 保険契約者またはその代理人が保険料を当該事業所において，給与支払日に直接集金
者に支払わなかった場合 
 前３号の場合のほか，この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の
集金が行われなかった場合 

② 前項第１号の事実が発生した場合は，当会社は遅滞なく，書面をもって保険証券記載の
保険契約者の住所にあててその旨を通知します。 

第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み） 
前条第１項の規定により特約が効力を失った場合は，保険契約者は集金不能日の翌日か

ら起算して１か月以内に，未払込保険料（分割払の場合は，保険料総額からすでに払い込
まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者
を経ることなく，一時に当会社に払い込まなければなりません。 

第９条（未払込保険料不払の場合の免責） 
当会社は，前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には，

集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷
害に対しては，保険金を支払いません。 

第10条（解除－特約失効による未払込保険料不払の場合） 
① 当会社は，第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み）に定める期間内に未払込保険
料の全額が払い込まれない場合は，保険契約を解除することができます。 

② 当会社は，前項の解除を行う場合には保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面に
よりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力
を生じます。 

③ 第１項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，すでに領収した保険料は返
還しません。 

 団体扱特約（一般Ｃ） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。 
 保険契約者が公社，公団，会社等の企業体（法人・個人の別を問いません。以下この
条において，同様とします。）に勤務し，毎月その企業体から給与の支払を受けているこ
と，または企業体を退職した者（以下「退職者」といいます。）であること。 
 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書（一般Ｃ）」による保
険料集金契約（以下「集金契約」といいます。）が締結されていること。 
 保険契約者が給与の支払を受けている企業体（保険契約者が退職者である場合には，
退職前に給与の支払を受けていた企業体とします。以下「団体」といいます。） 
 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織 

 保険契約者が，当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集金者」といいます。）
に次のことを委託し，集金者がそれを承諾していること。 
 保険契約者の指定する所定の預金口座（以下「指定口座」といいます。）から，預金
口座振替により，保険料を集金契約に定める集金者の指定する所定の期日（以下「集
金日」といいます。）に集金すること。 
 上記 により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。 

第２条（保険料の払込方法） 
当会社は，この特約により，保険契約者が保険料を一括して払い込むか，または保険証

券記載の回数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込む（以下「分
割払」といいます。）ことを承認します。 
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第３条（保険料の払込み） 
① 保険契約者は，保険料（分割払の場合は第１回分割保険料とします。以下「初回保険料」
といいます。）を保険契約締結の時直接当会社に払い込むか，または集金契約に定めるとこ
ろにより，集金者を経て払い込まなければなりません。 

② 分割払の場合，第２回以降の分割保険料は，集金契約に定めるところにより，集金者を
経て払い込まなければなりません。 

第４条（初回保険料領収前の事故） 
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても，当会社は，初回保険料領収前に生じ

た事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。ただし，初回保険料が
集金契約に定めるところにより，集金者を経て払い込まれる場合には，この限りではあり
ません。 

第５条（追加保険料の払込み） 
① 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 

② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第３項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 

④ 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請求がなか
ったものとして，普通保険約款（被保険自動車について適用される他の特約を含みます。）
に従い，保険金を支払います。 

第６条（保険料領収証の発行） 
当会社は，集金者を経て払い込まれた保険料については，領収した保険料の合計額に対

する保険料領収証を集金者に対して発行し，保険契約者に対してはこれを発行しません。 
第７条（特約の失効） 
① この特約は，次の各号（保険契約者が退職者である場合は次の第１号，第２号または第
４号）のいずれかに該当する事実が発生した場合，第１号の事実のときは，その事実が発
生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった 初の集金日，または第２号，
第３号もしくは第４号の事実のときは，その事実が発生した日（以下「集金不能日等」と
いいます。）から将来に向かってのみその効力を失います。ただし，第２号については集金
者が保険契約者にかわって保険料を集金契約に定める払込期日までに当会社に支払った場
合には，この限りではありません。 

 集金契約が解除されたこと。 
 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により，保険料が集金日の翌日から起算
して１か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。 
 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。（退職後も引続き本特
約に従い保険料を払い込む場合を除きます。） 
 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなく
なった旨の通知を受けたこと。 

② 前項第１号または第４号の事実が発生した場合は，当会社は遅滞なく，書面をもって保
険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知します。 

第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み） 
前条第１項の規定により特約が効力を失った場合は，保険契約者は集金不能日等の翌日

から起算して１か月以内に，未払込保険料（分割払の場合は，保険料総額からすでに払い
込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金
者を経ることなく，一時に当会社に払い込まなければなりません。 

第９条（未払込保険料不払の場合の免責） 
当会社は，前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には，

集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または
傷害に対しては，保険金を支払いません。 

第10条（解除－特約失効による未払込保険料不払の場合） 
① 当会社は，第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み）に定める期間内に未払込保険
料の全額が払い込まれない場合は，保険契約を解除することができます。 

② 当会社は，前項の解除を行う場合には保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面に
よりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効
力を生じます。 

③ 第１項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，すでに領収した保険料は返
還しません。 

 団体扱特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。 
 保険契約者が官公署，会社などの団体（以下「団体」といいます。）に勤務し，毎月そ
の団体から給与の支払を受けていること。 
 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書」による保険料集金
契約（以下「集金契約」といいます。）が締結されていること。 
 保険契約者が給与の支払を受けている団体 
 団体に勤務している者の生活の安定や福祉の向上等を目的として設立された組織 

 保険契約者が，その受け取るべき給与から保険料を差し引いて，これを当会社の本社
または当会社の指定する場所に支払うことを当会社と集金契約を締結した者（以下「集
金者」といいます。）に委託し，集金者がそれを承諾していること。 

第２条（保険料の払込方法） 
当会社は，この特約により，保険契約者が保険料を一括して払い込むか，または保険証

券記載の回数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込む（以下「分
割払」といいます。）ことを承認します。 

第３条（保険料の払込み） 
① 保険契約者は，保険料（分割払の場合は第１回分割保険料とします。以下「初回保険料」
といいます。）を保険契約締結の時直接当会社に払い込むか，または集金契約に定めるとこ
ろにより，集金者を経て払い込まなければなりません。 

② 分割払の場合，第２回以降の分割保険料は，集金契約に定めるところにより，集金者を
経て払い込まなければなりません。 

第４条（初回保険料領収前の事故） 
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても，当会社は，初回保険料領収前に生じ

た事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。ただし，初回保険料が
集金契約に定めるところにより，集金者を経て払い込まれる場合には，この限りではあり

ません。 
第５条（追加保険料の払込み） 
① 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 

② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第３項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 

④ 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請求がなか
ったものとして，普通保険約款（被保険自動車について適用される他の特約を含みます。）
に従い，保険金を支払います。 

第６条（保険料領収証の発行） 
当会社は，集金者を経て払い込まれた保険料については，領収した保険料の合計額に対

する保険料領収証を集金者に対して発行し，保険契約者に対してはこれを発行しません。 
第７条（特約の失効） 
① この特約は，次の各号のいずれかに該当する場合には，その事実が発生したことにより
集金者による保険料の集金が不能となった 初の給与支払日（以下「集金不能日」といい
ます。）から将来に向かってのみその効力を失います。 

 集金契約が解除された場合 
 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合，またはその他この保険
契約について集金者による保険料の集金が行われなくなった場合 
 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合 

② 前項第１号の事実が発生した場合は，当会社は遅滞なく書面をもって保険契約者の住所
にあててその旨を通知します。 

第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み） 
前条第１項の規定により特約が効力を失った場合は，保険契約者は集金不能日の翌日か

ら起算して１か月以内に，未払込保険料（分割払の場合は，保険料総額からすでに払い込
まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者
を経ることなく，一時に当会社に払い込まなければなりません。 

第９条（未払込保険料不払の場合の免責） 
当会社は，前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には，

集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷
害に対しては，保険金を支払いません。 

第10条（解除－特約失効による未払込保険料不払の場合） 
① 当会社は，第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み）に定める期間内に未払込保険
料の全額が払い込まれない場合は，保険契約を解除することができます。 

② 当会社は，前項の解除を行う場合には保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面に
よりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力
を生じます。 

③ 第１項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，すでに領収した保険料は返
還しません。 

 団体扱特約（口座振替方式） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。 
 保険契約者が官公署に勤務し，毎月その官公署から給与の支払を受けていること，ま
たは官公署を退職した者（以下「退職者」といいます。）であること。 
 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書（口座振替方式）」に
よる保険料集金契約（以下「集金契約」といいます。）が締結されていること。 
 保険契約者が給与の支払を受けている官公署（保険契約者が退職者である場合は，
退職前に給与の支払を受けていた官公署をいいます。以下「団体」といいます。） 
 団体に勤務している者または退職した者の生活の安定や福祉の向上等を目的として
設立された組織 

 保険契約者が，当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集金者」といいます。）
に次のことを委託し，集金者がそれを承諾していること。 
 保険契約者の指定する所定の預金口座（以下「指定口座」といいます。）から，預金
口座振替により，保険料を集金契約に定める集金者の指定する所定の期日（以下「集
金日」といいます。）に集金すること。 
 上記 により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。 

第２条（保険料の払込方法） 
当会社は，この特約により，保険契約者が保険料を一括して払い込むか，または保険証

券記載の回数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込む（以下「分
割払」といいます。）ことを承認します。 

第３条（保険料の払込み） 
① 保険契約者は，保険料（分割払の場合は第１回分割保険料とします。以下「初回保険料」
といいます。）を保険契約締結の時直接当会社に払い込むか，または集金契約に定めるとこ
ろにより，集金者を経て払い込まなければなりません。 

② 分割払の場合，第２回以降の分割保険料は，集金契約に定めるところにより，集金者を
経て払い込まなければなりません。 

第４条（初回保険料領収前の事故） 
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても，当会社は，初回保険料領収前に生じ

た事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。ただし，初回保険料が
集金契約に定めるところにより，集金者を経て払い込まれる場合には，この限りではあり
ません。 

第５条（追加保険料の払込み） 
① 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 

② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第３項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 
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④ 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請求がなか
ったものとして，普通保険約款（被保険自動車について適用される他の特約を含みます。）
に従い，保険金を支払います。 

第６条（保険料領収証の発行） 
当会社は，集金者を経て払い込まれた保険料については，領収した保険料の合計額に対

する保険料領収証を集金者に対して発行し，保険契約者に対してはこれを発行しません。 
第７条（特約の失効） 
① この特約は，次の各号（保険契約者が退職者である場合は次の第１号，第２号または第
４号）のいずれかに該当する事実が発生した場合，第１号の事実のときは，その事実が発
生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった 初の集金日，または第２号，
第３号もしくは第４号の事実のときは，その事実が発生した日（以下「集金不能日等」と
いいます。）から将来に向かってのみその効力を失います。ただし，第２号については集金
者が保険契約者にかわって保険料を集金契約に定める払込期日までに当会社に支払った場
合には，この限りではありません。 

 集金契約が解除されたこと。 
 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により，保険料が集金日の翌日から起算
して１か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。 
 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。（退職後も引続き本特
約に従い保険料を払い込む場合を除きます。） 
 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなく
なった旨の通知を受けたこと。 

② 前項第１号または第４号の事実が発生した場合は，当会社は遅滞なく，書面をもって保
険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知します。 

第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み） 
前条第１項の規定により特約が効力を失った場合は，保険契約者は集金不能日等の翌日

から起算して１か月以内に，未払込保険料（分割払の場合は，保険料総額からすでに払い
込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金
者を経ることなく，一時に当会社に払い込まなければなりません。 

第９条（未払込保険料不払の場合の免責） 
当会社は，前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には，

集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または
傷害に対しては，保険金を支払いません。 

第10条（解除－特約失効による未払込保険料不払の場合） 
① 当会社は，第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み）に定める期間内に未払込保険
料の全額が払い込まれない場合は，保険契約を解除することができます。 

② 当会社は，前項の解除を行う場合には保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面に
よりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効
力を生じます。 

③ 第１項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，すでに領収した保険料は返
還しません。 

 集団扱特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。 
 保険契約者が，当会社の承認する団体（以下「団体」といいます。）およびその構成員
（団体およびその構成員の役員または従業員を含みます。以下同様とします。）であり，
かつ，当該団体よりこの特約を付帯した保険契約の締結を承認されている者であること。 
 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書（集団扱）」による保
険料集金契約（以下「集金契約」といいます。）が締結されていること。 
 保険契約者が構成員である団体 
 団体が保険料集金を委嘱している者。ただし，当会社が承認した者に限ります。 

 保険契約者が，当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集金者」といいます。）
に次のことを委託し，集金者がそれを承諾していること。 
 保険契約者の指定する所定の預金口座（以下「指定口座」といいます。）から，預金
口座振替により，保険料を集金契約に定める集金者の指定する所定の期日（以下「集
金日」といいます。）に集金すること。 
 上記 により集金した保険料を当会社の指定する方法により，所定の場所に支払う
こと。 

第２条（保険料の払込方法） 
当会社は，この特約により，保険契約者が保険料を一括して払い込むか，または保険証

券記載の回数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込む（以下「分
割払」といいます。）ことを承認します。 

第３条（保険料の払込み） 
① 保険契約者は，保険料（分割払の場合は第１回分割保険料とします。以下「初回保険料」
といいます。）を保険契約締結の時直接当会社に払い込むか，または集金契約に定めるとこ
ろにより，集金者を経て払い込まなければなりません。 

② 分割払の場合は，第２回以降の分割保険料は，集金契約に定めるところにより，集金者
を経て払い込まなければなりません。 

第４条（初回保険料領収前の事故） 
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても，当会社は，初回保険料領収前に生じ

た事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。ただし，初回保険料が
集金契約に定めるところにより，集金者を経て払い込まれる場合には，この限りではあり
ません。 

第５条（追加保険料の払込み） 
① 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 

② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第３項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は集金者を経ることなく，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。 

④ 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請求がなか
ったものとして，普通保険約款（被保険自動車について適用される他の特約を含みます。）
に従い，保険金を支払います。 

第６条（保険料領収証の発行） 

当会社は，集金者を経て払い込まれた保険料については，領収した保険料の合計額に対
する保険料領収証を集金者に対して発行し，保険契約者に対してはこれを発行しません。 

第７条（特約の失効） 
① この特約は，次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合，第１号の事実のとき
は，その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった 初の集金
日，または第２号，第３号もしくは第４号の事実のときは，その事実が発生した日（以下
「集金不能日等」といいます。）から将来に向かってのみその効力を失います。ただし，第
２号については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金契約に定める払込期日までに
当会社に支払った場合には，この限りではありません。 

 集金契約が解除されたこと。 
 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により，保険料が集金日の翌日から起算
して１か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。 
 保険契約者が団体の構成員でなくなったこと。 
 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなく
なった旨の通知を受けたこと。 

② 前項第１号または第４号の事実が発生した場合は，当会社は遅滞なく，書面をもって保
険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知します。 

第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み） 
前条第１項の規定により特約が効力を失った場合は，保険契約者は集金不能日等の翌日

から起算して１か月以内に，未払込保険料（分割払の場合は，保険料の総額からすでに払
い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者
を経ることなく，一時に当会社に払い込まなければなりません。 

第９条（未払込保険料不払の場合の免責） 
当会社は，前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には，

集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または
傷害に対しては，保険金を支払いません。 

第10条（解除－特約失効による未払込保険料不払の場合） 
① 当会社は，第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み）に定める期間内に未払込保険
料の全額が払い込まれない場合は，保険契約を解除することができます。 

② 当会社は，前項の解除を行う場合には保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面に
よりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効
力を生じます。 

③ 第１項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，すでに領収した保険料は返
還しません。 

 集団扱の保険料払込みに関する特約 
第１条（この特約の適用条件） 

当会社は，この特約により，集団扱特約第１条（この特約の適用条件）の規定にかかわ
らず，次の各号に定める条件をいずれも満たしており，当会社が認める場合に集団扱特約
を適用するものとします。 
 保険契約者が，当会社の承認する団体（以下「団体」といいます。）およびその構成員
（団体およびその構成員の役員または従業員を含みます。以下同様とします。）であり，
かつ，当該団体よりこの特約を付帯した保険契約の締結を承認されている者であること。 
 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書（集団扱）」および「保
険料集金に関する契約書（集団扱）の変更約定書（直接集金方式）」による保険料集金契
約（以下「集金契約」といいます。）が締結されていること。 
 保険契約者が構成員である団体 
 団体が保険料集金を委嘱している者。ただし，当会社が承認した者に限ります。 

 保険契約者が，当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集金者」といいます。）
に次のことを委託し，集金者がそれを承諾していること。 
 保険契約者から，保険料を集金者の指定する所定の期日（以下「集金日」といいま
す。）に直接集金すること。 
 上記 により集金した保険料を当会社の指定する方法により，所定の場所に支払う
こと。 

第２条（集団扱特約の読み替え） 
この特約の適用にあたっては，集団扱特約第７条（特約の失効）第１項第２号の規定中

「指定口座から振り替えられなかったこと」とあるのは「直接集金者に支払わなかったこ
と」に読み替えて適用します。 

 異動追加返還保険料の集金者経由払に関する特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，団体扱特約（一般Ａ），団体扱特約（一般Ｂ），団体扱特約（一般Ｃ），団体
扱特約，団体扱特約（口座振替方式）または集団扱特約（以下「団体扱特約等」といいま
す。）が適用されており，団体扱特約等第１条（この特約の適用条件）に規定する集金契約
（以下「集金契約」といいます。）を当会社との間に締結した者（以下「集金者」といいま
す。）と当会社との間に「追加保険料集金に関する覚書」（以下「覚書」といいます。）が締
結されている場合に適用されます。 

第２条（この特約による契約締結後の通知方法および追加保険料の払込み） 
① この特約により，保険契約者または被保険者は，普通保険約款一般条項第３条（告知義
務）第２項第３号の更正の申出または同条項第４条（通知義務）第１項，同条項第５条（被
保険自動車の譲渡）第１項，同条項第６条（被保険自動車の入替）第１項，同条第４項も
しくは同条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認の
場合）第３項に定める当会社に通知すべき事項が発生した場合，書面または当会社の定め
る通信方法により，当会社に通知を行うことができます。この場合，保険契約者は，普通
保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承
認の場合）第３項の通知については，保険契約者または被保険者に正当な理由があり，か
つ，当会社が認める場合を除いてこれを撤回することができません。 

② 前項に定める通知に基づき，普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保
険料の請求－告知・通知事項等の承認の場合）第１項または同条第３項に定めるところに
従い，当会社が保険証券または保険申込書の記載事項の変更（保険契約者による保険契約
の条件の変更を含みます。以下「異動」といいます。）を承認し，追加保険料を請求したと
きは，団体扱特約等第５条（追加保険料の払込み）第１項および同条第３項の規定にかか
わらず，保険契約者は追加保険料を，集金契約および覚書に定めるところにより，集金者
を経て当会社に払い込むことができます。 

③ 前項の追加保険料は，当会社の定める次の各号のいずれかの方法により払い込むものと
します。 

 追加保険料の全額を一時に払い込む方法 
 追加保険料を当会社の定める回数に分割して払い込む方法 

④ 異動承認書に記載された異動日（第１項に定める通知を当会社が受領し承認した時以後
で契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。ただし，第１項の通知を当会社が受領し
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た日と異動日が同じ日である場合は，当会社が異動を承認した時をいいます。以下「異動
日」といいます。）以後に発生した事故による損害または傷害に対しては，当会社は異動後
の条件で保険金を支払います。 

第３条（特約失効後の未払込保険料の払込み） 
団体扱特約等第７条（特約の失効）の規定により，同特約が効力を失った場合には，こ

の特約も効力を失います。この場合において，保険契約者は団体扱特約等が効力を失った
日（以下「特約失効日」といいます。）から１か月以内に，未払込保険料（前条の追加保険
料およびこの保険契約に定められた１か年分の保険料の合計額からすでに払い込まれた保
険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者を経ることな
く，一時に当会社に払い込まなければなりません。 

第４条（未払込保険料不払の場合の免責） 
① 当会社は，前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には，
特約失効日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷
害に対しては，保険金を支払いません。 

② 前項の規定にかかわらず，当会社が請求した初回追加保険料（第２条第３項第１号の規
定により追加保険料を一時に払い込む場合は追加保険料全額をいい，同項第２号の規定に
より追加保険料を分割して払い込む場合は第１回追加保険料をいいます。）が払い込まれな
かったことにより，第３条（特約失効後の未払込保険料の払込み）の規定に従い団体扱特
約等およびこの特約が失効し，かつ，前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込
まれなかった場合には，異動日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故
による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

第５条（解除－特約失効による未払込保険料不払の場合） 
① 当会社は，第３条（特約失効後の未払込保険料の払込み）に定める期間内に未払込保険
料の全額が払い込まれない場合は，保険契約を解除することができます。 

② 当会社は，前項の解除を行う場合には，保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面
によりその旨を通知します。この場合の解除は，特約失効日から将来に向かってのみその
効力を生じます。 

③ 第１項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，すでに領収した保険料は返
還しません。 

第６条（集金者による保険料返還） 
① この特約により，保険契約の内容に変更が生じ，保険料の返還が生じた場合には，当会
社が認める場合に限り，返還保険料の全額を一時にもしくは当会社の定める回数に分割し，
当会社の定める日に集金者を経て行うことができるものとします。 

② 前項の規定は，保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合に
は適用しません。 

 保険料分割払特約 
第１条（保険料の分割払） 

当会社は，この特約により，保険契約者が年額保険料（この保険契約に定められた総保
険料をいいます。）を保険証券記載の回数および金額（以下「分割保険料」といいます。）
に分割して払い込むことを承認します。 

第２条（分割保険料の払込方法） 
① 保険契約者は，この保険契約の締結と同時に第１回分割保険料を払い込み，第２回目以
降の分割保険料については，保険証券記載の払込期日（以下「払込期日」といいます。）ま
でに払い込まなければなりません。 

② 保険契約締結の際に，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合は，保険契約
者は，第２回目以降の分割保険料を口座振替の方式により払い込むことができます。この
場合において，保険契約者は，払込期日の前日までに分割保険料相当額を保険契約者の指
定する口座（以下この条において，「指定口座」といいます。）に預けておかなければなり
ません。 

 指定口座が，提携金融機関（当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融
機関等をいいます。以下この条において，同様とします。）に設定されていること。 
 当会社所定の損害保険料口座振替依頼書が当会社に対して提出されていること。 

③ 前項の場合の払込期日は，指定口座が設定された提携金融機関ごとに当会社が定めた払
込期日とします。ただし，払込期日が当該提携金融機関の休業日に該当し，指定口座から
の口座振替の方式による分割保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には，
当会社は，払込期日に払込みがあったものとみなします。 

④ 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合で，保険契約者が第２回分割保険料を
払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り，かつ，払込みを怠った理由が，提携金融
機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは，第３回分割保険料の払込
期日を当該第２回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし，
口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きま
す。 

第３条（第１回分割保険料領収前の事故） 
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても，当会社は，前条第１項の第１回分割

保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 
第４条（追加保険料の払込み） 
① 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 

② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第３項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 

④ 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請求がなか
ったものとして，普通保険約款（被保険自動車について適用される他の特約を含みます。）
に従い，保険金を支払います。 

第５条（分割保険料不払の場合の免責） 
① 当会社は，保険契約者が第２回目以降の分割保険料について，当該分割保険料を払い込
むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は，その払込期日の翌
日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

② 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合で，保険契約者が前項の第２回目以降
の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が
認めたときは，当会社は，「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々
月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において，当会社は保険契約
者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。 

第６条（解除－分割保険料不払の場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合には，この保険契約を解除することがで

きます。 
 払込期日の属する月の翌月末までに，その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の
払込みがない場合 
 払込期日までに，その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく，かつ，
その翌月の払込期日（以下この条において，「次回払込期日」といいます。）までに，次
回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 

② 前項の解除は，保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により解除の通知をし，
解除の効力は，次の時から，それぞれ将来に向かってのみ生じます。 

 前項第１号による解除の場合は，当該分割保険料を払い込むべき払込期日 
 前項第２号による解除の場合は，次回払込期日 

③ 第１項の規定により，当会社がこの保険契約を解除した場合は，すでに領収した保険料
は返還しません。 

 保険料分割払特約（大口） 
第１条（保険料の分割払） 

当会社は，この特約により，保険契約者が年額保険料（この保険契約に定められた総保
険料をいいます。）を保険証券記載の回数および金額（以下「分割保険料」といいます。）
に分割して払い込むことを承認します。 

第２条（分割保険料の払込方法） 
① 保険契約者は，この保険契約の締結と同時に第１回分割保険料を払い込み，第２回目以
降の分割保険料については，保険証券記載の払込期日（以下「払込期日」といいます。）ま
でに払い込まなければなりません。 

② 保険契約締結の際に，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合は，保険契約
者は，第２回目以降の分割保険料を口座振替の方式により払い込むことができます。この
場合において，保険契約者は，払込期日の前日までに分割保険料相当額を保険契約者の指
定する口座（以下この条において，「指定口座」といいます。）に預けておかなければなり
ません。 

 指定口座が，提携金融機関（当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融
機関等をいいます。以下この条において，同様とします。）に設定されていること。 
 当会社所定の損害保険料口座振替依頼書が当会社に対して提出されていること。 

③ 前項の場合の払込期日は，指定口座が設定された提携金融機関ごとに当会社が定めた払
込期日とします。ただし，払込期日が当該提携金融機関の休業日に該当し，指定口座から
の口座振替の方式による分割保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には，
当会社は，払込期日に払込みがあったものとみなします。 

④ 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合で，保険契約者が第２回分割保険料を
払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り，かつ，払込みを怠った理由が，提携金融
機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは，第３回分割保険料の払込
期日（分割回数が２回の場合は，第２回分割保険料の払込期日の翌月の応当日とします。）
を当該第２回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし，口
座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。 

第３条（第１回分割保険料領収前の事故） 
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても，当会社は，前条第１項の第１回分割

保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 
第４条（追加保険料の払込み） 
① 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 

② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第３項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 

④ 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請求がなか
ったものとして，普通保険約款（被保険自動車について適用される他の特約を含みます。）
に従い，保険金を支払います。 

第５条（分割保険料不払の場合の免責） 
① 当会社は，保険契約者が第２回目以降の分割保険料について，当該分割保険料を払い込
むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は，その払込期日の翌
日以降に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

② 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合で，保険契約者が前項の第２回目以降
の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が
認めたときは，当会社は，「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々
月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において，当会社は保険契約
者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。 

第６条（解除－分割保険料不払の場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合には，この保険契約を解除することがで
きます。 

 払込期日の属する月の翌月末までに，その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の
払込みがない場合 
 払込期日までに，その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく，かつ，
その翌月の払込期日（以下この条において，「次回払込期日」といいます。）までに，次
回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 

② 前項の解除は，保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により解除の通知をし，
解除の効力は，次の時から，それぞれ将来に向かってのみ生じます。 

 前項第１号による解除の場合は，当該分割保険料を払い込むべき払込期日 
 前項第２号による解除の場合は，次回払込期日 

③ 第１項の規定により，当会社がこの保険契約を解除した場合は，すでに領収した保険料
は返還しません。 

 長期保険保険料分割払特約 
第１条（保険料の分割払） 

当会社は，この特約により，保険契約者がこの保険契約の保険料を，保険証券記載の払
込方法および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込むことを承認しま
す。 

第２条（分割保険料の払込方法） 
① 保険契約者は，この保険契約の締結と同時に第１回分割保険料を払い込み，第２回目以
降の分割保険料については，保険証券記載の払込期日（以下「払込期日」といいます。）ま
でに払い込まなければなりません。 

② 保険契約締結の際に，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合は，保険契約
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者は，第２回目以降の分割保険料を口座振替の方式により払い込むことができます。この
場合において，保険契約者は，払込期日の前日までに分割保険料相当額を保険契約者の指
定する口座（以下この条において，「指定口座」といいます。）に預けておかなければなり
ません。 

 指定口座が，提携金融機関（当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融
機関等をいいます。以下この条において，同様とします。）に設定されていること。 
 当会社所定の損害保険料口座振替依頼書が当会社に対して提出されていること。 

③ 前項の場合の払込期日は，指定口座が設定された提携金融機関ごとに当会社が定めた払
込期日とします。ただし，払込期日が当該提携金融機関の休業日に該当し，指定口座から
の口座振替の方式による分割保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には，
当会社は，払込期日に払込みがあったものとみなします。 

④ 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる月払の場合で，保険契約者が第２回分割保
険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り，かつ，払込みを怠った理由が，提
携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは，第３回分割保険料
の払込期日を当該第２回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。
ただし，口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合
を除きます。 

⑤ 保険契約者は，当会社の承認を得て，分割保険料の払込方法を変更することができます。 
第３条（第１回分割保険料領収前の事故） 

保険証券記載の保険期間（以下「保険期間」といいます。）が始まった後であっても，当
会社は，前条第１項の第１回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対し
ては，保険金を支払いません。 

第４条（追加保険料の払込み） 
① 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は，当会社が承認した日の属する保険年度（保険期間の初日またはその応当日
から１年間をいいます。以下同様とします。）に対する追加保険料（以下「当該年度分追加
保険料」といいます。）の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 

② 保険契約者が前項の当該年度分追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，当該年
度分追加保険料の領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払い
ません。 

③ 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第３項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は，当該年度分追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりませ
ん。 

④ 保険契約者が前項の当該年度分追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，当該年
度分追加保険料の領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の
変更の承認の請求がなかったものとして，普通保険約款（被保険自動車について適用され
る他の特約を含みます。）に従い，保険金を支払います。 

⑤ 当会社は，第１項または第３項の規定により，追加保険料を請求した場合は，翌保険年
度以降，分割保険料を変更します。この場合において，変更後の分割保険料を第２条（分
割保険料の払込方法）第１項に定める第２回目以降の分割保険料とみなして，この特約の
規定を適用します。 

第５条（分割保険料不払の場合の免責） 
① 当会社は，保険契約者が第２回目以降の分割保険料について，当該分割保険料を払い込
むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は，その払込期日の翌
日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

② 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合で，保険契約者が前項の第２回目以降
の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が
認めたときは，当会社は，「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々
月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において，当会社は保険契約
者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。 

第６条（解除－分割保険料不払の場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合には，この保険契約を解除することがで
きます。 

 払込期日の属する月の翌月末までに，その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の
払込みがない場合 
 保険料の払込方法が月払の場合で，払込期日までに，その払込期日に払い込まれるべ
き分割保険料の払込みがなく，かつ，その翌月の払込期日（以下この条において，「次回
払込期日」といいます。）までに，次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込み
がないとき。 

② 前項の解除は，保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により解除の通知をし，
解除の効力は，次の時から，それぞれ将来に向かってのみ生じます。 

 前項第１号による解除の場合は，当該分割保険料を払い込むべき払込期日 
 前項第２号による解除の場合は，次回払込期日 

③ 第１項の規定により，当会社がこの保険契約を解除した場合は，すでに領収した保険料
は返還しません。 

第７条（保険料の返還－保険料不払以外の解除の場合） 
普通保険約款一般条項第10条（解除）の規定によりこの保険契約が解除された場合は，

当会社の定めるところにより計算した保険料を返還します。 

 月掛12回払特約 
第１条（保険料の月払） 

当会社は，この特約により，保険契約者が年間保険料（この保険契約に定められた総保
険料をいいます。以下同様とします。）を12分割して払い込むことを承認します。 

第２条（月掛保険料の払込方法） 
① 保険契約者は，この保険契約の締結と同時に，年間保険料の12分の１に相当する額（以
下「月掛保険料」といいます。）を第１回保険料として払い込み，以後順月に11回にわたり
保険証券記載の払込期日（以下「払込期日」といいます。）までに第２回目以降の月掛保険
料を払い込まなければなりません。 

② 前項の規定にかかわらず，保険契約者は，第１回保険料として月掛保険料の２倍を払い
込むことができます。この場合において，第２回目以降の月掛保険料は，この保険契約の
締結の時から２か月経過後順月に10回にわたり払込期日までに払い込まなければなりませ
ん。 

③ 保険契約締結の際に，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合は，保険契約
者は，第２回目以降の月掛保険料を口座振替の方式により払い込むことができます。この
場合において，保険契約者は，払込期日の前日までに月掛保険料相当額を保険契約者の指
定する口座（以下この条において，「指定口座」といいます。）に預けておかなければなり
ません。 

 指定口座が，提携金融機関（当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融

機関等をいいます。以下この条において，同様とします。）に設定されていること。 
 当会社所定の損害保険料口座振替依頼書が当会社に対して提出されていること。 

④ 前項の場合の払込期日は，指定口座が設定された提携金融機関ごとに当会社が定めた払
込期日とします。ただし，払込期日が当該提携金融機関の休業日に該当し，指定口座から
の口座振替の方式による月掛保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には，
当会社は，払込期日に払込みがあったものとみなします。 

⑤ 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合で，保険契約者が第２回月掛保険料を
払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り，かつ，払込みを怠った理由が，提携金融
機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは，第３回月掛保険料の払込
期日を当該第２回月掛保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし，
口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きま
す。 

第３条（第１回保険料領収前の事故） 
保険証券記載の保険期間（以下「保険期間」といいます。）が始まった後であっても，当

会社は，前条第１項または同条第２項の第１回保険料領収前に生じた事故による損害また
は傷害に対しては，保険金を支払いません。 

第４条（追加保険料の払込み） 
① 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 

② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第３項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は，その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 

④ 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前
に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請求がなか
ったものとして，普通保険約款（被保険自動車について適用される他の特約を含みます。）
に従い，保険金を支払います。 

第５条（月掛保険料不払の場合の免責） 
① 当会社は，保険契約者が第２回目以降の月掛保険料について，当該月掛保険料を払い込
むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は，その払込期日の翌
日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

② 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合で，保険契約者が前項の第２回目以降
の月掛保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が
認めたときは，当会社は，「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々
月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において，当会社は保険契約
者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。 

第６条（満期払いもどし金） 
保険契約者が年間保険料の払込みを完了した場合は，当会社は，保険期間の満了に際し，

月掛保険料２回分を満期払いもどし金として払いもどします。 
第７条（解除－月掛保険料不払の場合） 
① 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合には，この保険契約を解除することがで
きます。 

 払込期日の属する月の翌月末までに，その払込期日に払い込まれるべき月掛保険料の
払込みがない場合 
 払込期日までに，その払込期日に払い込まれるべき月掛保険料の払込みがなく，かつ，
その翌月の払込期日（以下この条において，「次回払込期日」といいます。）までに，次
回払込期日に払い込まれるべき月掛保険料の払込みがない場合 

② 前項の解除は，保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により解除の通知をし，
解除の効力は，次の時から，それぞれ将来に向かってのみ生じます。 

 前項第１号による解除の場合は，当該月掛保険料を払い込むべき払込期日 
 前項第２号による解除の場合は，次回払込期日 

③ 第１項の規定により，当会社がこの保険契約を解除した場合は，すでに領収した月掛保
険料（以下「既収月掛保険料」といいます。）は返還しません。ただし，保険契約者が第11
回目以降（第２条第２項の場合は，第10回目以降とします。以下同様とします。）の月掛保
険料を払い込んでいる場合は，第11回目以降の月掛保険料については全額を返還します。 

第８条（既収月掛保険料の返還－無効，失効の場合） 
① この保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意または重大な過失に
よる場合は，既収月掛保険料は返還しません。ただし，保険契約者が第11回目以降の月掛
保険料を払い込んでいる場合は，第11回目以降の月掛保険料については全額を返還します。 

② この保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意および重大な過失に
よらない場合は，次の または の保険料を返還します。 

 無効の場合は，既収月掛保険料の全額 
 失効の場合は，次の額の合計額 
 既収月掛保険料の12分の10から，年間保険料の12分の10について既経過期間に対し
日割をもって計算した保険料を差し引いた額 
 既収月掛保険料の12分の２ 

第９条（保険料の返還－保険料不払以外の解除の場合） 
① 普通保険約款一般条項第３条（告知義務）第１項の規定により，当会社がこの保険契約
を解除した場合は，既収月掛保険料は返還しません。ただし，保険契約者が第11回目以降
の月掛保険料を払い込んでいる場合は，第11回目以降の月掛保険料については全額を返還
します。 

② 普通保険約款一般条項第10条（解除）第１項の規定により，当会社がこの保険契約を解
除した場合は，次の または の保険料を返還します。 

 既経過期間中に当会社が保険金を支払う損害または傷害が発生しなかった場合は，次
の額の合計額 
 既収月掛保険料の12分の10から，年間保険料の12分の10について既経過期間に対し
普通保険約款別表Ⅳに掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いた額 
 既収月掛保険料の12分の２ 

 既経過期間中に当会社が保険金を支払う損害または傷害が発生していた場合は，既収
月掛保険料の12分の２ 

③ 普通保険約款一般条項第10条（解除）第２項の規定により，当会社がこの保険契約を解
除した場合は，次の額の合計額を返還します。 

 既収月掛保険料の12分の10から，年間保険料の12分の10について既経過期間に対し日
割をもって計算した保険料を差し引いた額 
 既収月掛保険料の12分の２ 

④ 車両価額協定保険特約第６条（協定保険価額が適正でない場合）第１項の規定により，
当会社がこの保険契約を解除した場合は，次の額の合計額を返還します。 

 既収月掛保険料の12分の10から，年間保険料の12分の10について既経過期間に対し普
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通保険約款別表Ⅳに掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いた額 
 既収月掛保険料の12分の２ 

⑤ この保険契約の解除が保険契約者または被保険者の責に帰すことのできない事由による
場合は，次の額の合計額を返還します。 

 既収月掛保険料の12分の10から，年間保険料の12分の10について既経過期間に対し日
割をもって計算した保険料を差し引いた額 
 既収月掛保険料の12分の２ 

 初回保険料の口座振替に関する特約 
第１条（この特約の適用条件） 
① この特約は，保険契約締結の際に，当会社と保険契約者との間に，あらかじめ次の各号
に定める保険料（以下「初回保険料」といいます。）を口座振替の方式により払い込むこと
についての合意がある場合に適用されます。 

 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料 
 保険料の払込方法が一時払以外の場合には第１回保険料 

② この特約は，次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。 
 保険契約者の指定する口座（以下「指定口座」といいます。）が，提携金融機関（当会
社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様としま
す。）に，保険契約締結の時に設定されていること。 
 当会社所定の損害保険料口座振替依頼手続きがなされていること。 

第２条（初回保険料の払込み） 
① 初回保険料の払込みは，提携金融機関ごとに当会社の定める期日（以下「初回保険料払
込期日」といいます。）に，指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行います。 

② 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し，指定口座からの口座振替による
初回保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には，当会社は，初回保険料
払込期日に払込みがあったものとみなします。 

③ 保険契約者は，初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預けて
おかなければなりません。 

④ この保険契約に，保険料分割払特約，保険料分割払特約（大口）もしくは月掛12回払特
約が付帯されている場合，または長期保険保険料分割払特約が付帯されており払込方法が
月払の場合で，初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは，当
会社は，保険料分割払特約，保険料分割払特約（大口）もしくは長期保険保険料分割払特
約の第２回分割保険料または月掛12回払特約の第２回月掛保険料と初回保険料を同時に指
定口座から当会社の口座に振り替えます。 

第３条（初回保険料の払込猶予期間） 
① 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には，保険契約者は，初回保険料
を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなけれ
ばなりません。 

② 当会社は，保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払
い込んだ場合には，初回保険料払込み前の事故による損害または傷害（保険契約者が当会
社へ必要事項が記載された所定の保険申込書を提出し，当会社がこれを受領した時までに
生じた事故による損害または傷害を除きます。）に対しては，普通保険約款一般条項第１条
（保険責任の始期および終期）第２項の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に
定める第１回保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。 

③ 保険契約者が第１項の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと
当会社が認めた場合には，当会社は，「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回
保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この
場合において，当会社は保険契約者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できる
ものとします。 

第４条（事故発生時の取扱い） 
① 被保険者，保険金請求権者または損害賠償請求権者が，初回保険料払込み前の事故によ
る損害または傷害に対して保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には，その支払を
受ける前に，保険契約者は，初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。 

② 前項の規定にかかわらず，事故の発生の日が，初回保険料払込期日以前であり，保険契
約者が，初回保険料を初回保険料払込期日に支払う旨の確約を行った場合で，かつ，当会
社が承認したときは，当会社は，初回保険料が払い込まれたものとして当該事故に対して
保険金を支払います。 

③ 前項の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠り，か
つ，初回保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は，当会社は，
すでに支払った保険金の全額の返還を請求することができます。 

第５条（解除－初回保険料不払の場合） 
① 当会社は，初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに，初回保険料の払込みがない
場合には，この保険契約を解除することができます。 

② 前項の規定は，この保険契約に付帯された保険料分割払特約，保険料分割払特約（大口），
長期保険保険料分割払特約または月掛12回払特約の規定に優先して適用されます。 

③ 第１項の解除は，保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により解除の通知をし，
解除の効力は，保険期間の初日から将来に向かって生じます。 

 異動追加返還保険料の口座決済に関する特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に，保険料分割払特約，保険料分割払特約（大口），長期保険
保険料分割払特約または初回保険料の口座振替に関する特約が付帯（全車両一括付保特約
が付帯されている場合を除きます。）されており，保険契約者がこの特約の適用を申し出て，
当会社がこれを承認した場合に適用されます。ただし，保険料分割払特約，保険料分割払
特約（大口）および長期保険保険料分割払特約については，保険料の払込みが口座振替の
方式で行われる場合に限ります。 

第２条（用語の定義） 
この特約において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 異動 
 保険証券または保険申込書の記載事項の変更をいい，保険契約者による保険契約の条
件の変更，およびこの保険契約において複数の自動車を一括して保険に付している場合
に，新たな自動車を追加または一部の自動車を除外する場合を含みます。 
 異動の通知 
 保険契約者または被保険者が書面または当会社の定める通信方法により行う当会社へ
の異動の通知をいいます。 
 異動日 
 異動の通知を当会社が受領し，承認した時以後で契約内容を変更すべき期間の初日を
いいます。ただし，異動の通知を当会社が受領した日と異動日が同じ日である場合は，
当会社が異動を承認した時をいいます。 
 保険期間 

 保険証券記載の保険期間をいいます。 
 保険年度 
 保険期間の初日またはその応当日から１年間をいいます。 
 異動追加保険料 
 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事
項等の承認の場合）第１項もしくは同条第３項または普通保険約款に付帯される他の特
約の規定に定める追加保険料（この保険契約に長期保険保険料分割払特約が付帯されて
いる場合は，異動日の属する保険年度末までの期間に相当する追加保険料をいいます。）
をいいます。 
 提携金融機関 
 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 
 払込期日 
 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 
 指定口座 
 保険契約者の指定する口座をいいます。 
 初回異動追加保険料 
 次条第３項第１号の規定により異動追加保険料を一時に払い込む場合は異動追加保険
料全額をいい，同項第２号の規定により異動追加保険料を分割して払い込む場合は第１
回分割異動追加保険料をいいます。 
 初回異動追加保険料払込期日 
 異動承認書記載の初回異動追加保険料払込期日をいいます。 
 異動返還保険料 
 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事
項等の承認の場合）第１項もしくは同条第３項または普通保険約款に付帯される他の特
約の規定により返還する保険料（この保険契約に長期保険保険料分割払特約が付帯され
ている場合は，異動日の属する保険年度末までの期間に相当する保険料をいいます。）を
いいます。 

第３条（異動追加保険料の払込み） 
① 異動が生じ，保険契約者または被保険者が異動の通知を行った場合で，当会社が口座振
替の方式により，異動追加保険料を請求したときは，異動追加保険料の払込みは，払込期
日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。 

② 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し，指定口座からの口座振替による追加保険料
の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には，当会社は，払込期日に払込みがあ
ったものとみなします。 

③ 第１項の異動追加保険料の払込みは，次の各号のいずれかの方法によるものとします。 
 払込期日に，異動追加保険料の全額を一時に指定口座から当会社の口座に振り替える
方法 
 異動追加保険料を当会社の定める回数および金額に分割し，毎月の払込期日に，指定
口座から当会社の口座に振り替える方法。ただし，この保険契約に保険料分割払特約も
しくは保険料分割払特約（大口）が付帯されている場合，または長期保険保険料分割払
特約が付帯されており，保険料の払込方法が月払の場合に限ります。 

④ 第１項の規定に従い異動追加保険料を請求する場合であって，この保険契約に，保険料
分割払特約，保険料分割払特約（大口）または長期保険保険料分割払特約が付帯されてい
る場合には，これらの特約の追加保険料の払込みに関する規定は適用しません。 

⑤ 保険契約者は，払込期日の前日までに，異動追加保険料相当額を指定口座に預けておか
なければなりません。 

⑥ 保険契約者は，普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－
告知・通知事項等の承認の場合）第３項の通知を行った場合には，保険契約者または被保
険者に正当な理由があり，かつ，当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはでき
ません。 

第４条（初回異動追加保険料不払の場合） 
① 前条第１項に定めるところに従い，当会社が請求した初回異動追加保険料について，初
回異動追加保険料払込期日に初回異動追加保険料の払込みがない場合には，保険契約者は，
初回異動追加保険料を初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指
定した場所に払い込まなければなりません。 

② 保険契約者が初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに，初回異動追加保
険料の払込みを怠った場合は，次の各号のとおりとします。 

 払込みを怠った初回異動追加保険料が，普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還
または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認の場合）第１項の規定により請求し
たものである場合は，当会社は，初回異動追加保険料領収前に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては，保険金を支払いません。 
 払込みを怠った初回異動追加保険料が，普通保険約款一般条項第11条第３項の規定に
より請求したものである場合は，当会社は，初回異動追加保険料領収前に生じた事故に
よる損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更がなかったものとして，普通保険
約款（被保険自動車に適用される他の特約を含みます。）に従い，保険金を支払います。 

③ 保険契約者が初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回異動追加保険
料の払込みを怠った場合において，その払込みを怠ったことについて故意および重大な過
失がなかったと当会社が認めたときは，当会社は，「初回異動追加保険料払込期日の属する
月の翌月末」を「初回異動追加保険料の払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこ
の特約の規定を適用します。この場合において，当会社は保険契約者に対して当会社が別
に定める額をあわせて請求できるものとします。 

第５条（事故発生時の取扱い） 
① 被保険者，保険金請求権者または損害賠償請求権者が，初回異動追加保険料払込み前に
生じた事故による損害または傷害に対して，保険金または損害賠償額の支払いを受ける場
合には，その支払いを受ける前に，保険契約者は初回異動追加保険料を当会社に払い込ま
なければなりません。 

② 前項の規定にかかわらず，事故の発生の日が，初回異動追加保険料払込期日以前であり，
保険契約者が，初回異動追加保険料を初回異動追加保険料払込期日に支払う旨の確約を行
った場合で，かつ，当会社が承認したときは，当会社は，初回異動追加保険料が払い込ま
れたものとして当該事故に対して保険金を支払います。 

③ 前項の確約に反して保険契約者が初回異動追加保険料払込期日に初回異動追加保険料の
払込みを怠り，かつ，初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込み
を怠った場合は，当会社は，次の各号に定める保険金の額の返還を請求することができま
す。 

 初回異動追加保険料が，前条第２項第１号の初回異動追加保険料である場合は，すで
に支払った保険金の全額 
 初回異動追加保険料が，同項第２号の初回異動追加保険料である場合は，すでに支払
った保険金の額から，同号の保険金の額を差し引いた額 

第６条（解除－初回異動追加保険料不払の場合） 
① 当会社は，初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに，初回異動追加保険
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料の払込みがない場合には，この保険契約を解除することができます。 
② 当会社は，前項の解除を行う場合には，保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面
によりその旨を通知します。この場合の解除は，初回異動追加保険料払込期日の属する月
の翌月末または保険期間の末日のいずれか早い時から将来に向かってのみその効力を生じ
ます。 

③ 前２項の規定にかかわらず，この保険契約に保険料分割払特約が付帯されている場合は，
同特約第６条（解除－分割保険料不払の場合）中「その払込期日に払い込まれるべき分割
保険料」とあるのを「その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または初回異動追加保
険料」と，「当該分割保険料」とあるのを「初回異動追加保険料」と読み替えて同条の規定
を適用します。ただし，初回異動追加保険料払込期日が保険期間の末日の翌日以降となる
場合の解除は，保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。 

④ 第１項および第２項の規定にかかわらず，この保険契約に保険料分割払特約（大口）が
付帯されている場合は，同特約第６条（解除－分割保険料不払の場合）中「その払込期日
に払い込まれるべき分割保険料」とあるのを「その払込期日に払い込まれるべき分割保険
料または初回異動追加保険料」と，「当該分割保険料」とあるのを「初回異動追加保険料」
と読み替えて同条の規定を適用します。ただし，初回異動追加保険料払込期日が保険期間
の末日の翌日以降となる場合の解除は，保険期間の末日から将来に向かってのみその効力
を生じます。 

⑤ 第１項および第２項の規定にかかわらず，この保険契約に長期保険保険料分割払特約が
付帯されている場合は，同特約第６条（解除－分割保険料不払の場合）中「その払込期日
に払い込まれるべき分割保険料」とあるのを「その払込期日に払い込まれるべき分割保険
料または初回異動追加保険料」と，「当該分割保険料」とあるのを「初回異動追加保険料」
と読み替えて同条の規定を適用します。ただし，初回異動追加保険料払込期日が保険期間
の末日の翌日以降となる場合の解除は，保険期間の末日から将来に向かってのみその効力
を生じます。 

第７条（初回異動追加保険料不払の場合の特則） 
当会社は，保険契約者が初回異動追加保険料払込期日までに初回異動追加保険料の払込

みを怠り，かつ，払込みを怠った理由が，提携金融機関に対して口座振替請求が行われな
かったことによる場合においては，初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当
日を初回異動追加保険料払込期日とみなして前３条の規定を適用します。ただし，口座振
替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。 

第８条（第２回目以降の分割異動追加保険料不払の場合） 
① この保険契約に保険料分割払特約が付帯されている場合で，第３条（異動追加保険料の
払込み）第３項第２号の規定により異動追加保険料を分割して払い込む場合は，第２回目
以降の分割異動追加保険料と同特約第１条（保険料の分割払）に定める分割保険料とを合
計した保険料を，同特約第５条（分割保険料不払の場合の免責）および同特約第６条（解
除－分割保険料不払の場合）の分割保険料と読み替えて，保険料分割払特約を適用します。 

② この保険契約に保険料分割払特約（大口）が付帯されている場合で，第３条（異動追加
保険料の払込み）第３項第２号の規定により異動追加保険料を分割して払い込む場合は，
第２回目以降の分割異動追加保険料と同特約第１条（保険料の分割払）に定める分割保険
料とを合計した保険料を，同特約第５条（分割保険料不払の場合の免責）および同特約第
６条（解除－分割保険料不払の場合）の分割保険料と読み替えて，保険料分割払特約（大
口）を適用します。 

③ この保険契約に長期保険保険料分割払特約が付帯されている場合で，第３条（異動追加
保険料の払込み）第３項第２号の規定により異動追加保険料を分割して払い込む場合は，
第２回目以降の分割異動追加保険料と同特約第１条（保険料の分割払）に定める分割保険
料とを合計した保険料を，同特約第５条（分割保険料不払の場合の免責）および同特約第
６条（解除－分割保険料不払の場合）の分割保険料と読み替えて，長期保険保険料分割払
特約を適用します。 

第９条（異動返還保険料の指定口座への振込み） 
① 異動が生じ，保険契約者または被保険者が異動の通知を行った場合で，保険料の返還が
生じたときは，当会社が認める場合に限り，異動返還保険料の全額を一時にもしくは当会
社の定める回数に分割し，当会社の定める日に指定口座に振り込むことによって行うこと
ができるものとします。 

② 前項の規定は，保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合に
は適用しません。 

第10条（事故発生時の義務） 
① 保険契約者または被保険者は，事故が発生した場合で，第３条（異動追加保険料の払込
み）の異動の通知日時および事故発生の日時の確認に関して，当会社が特に必要とする書
類または証拠となるものを求めた場合には，遅滞なくこれを提出し，また当会社が行う調
査に協力しなければなりません。 

② 保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合は，当会社
は，保険金を支払いません。 

 異動追加返還保険料に関する特約（大口分割払用） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に保険料分割払特約（大口）が適用されており，保険契約者
がこの特約の適用を申し出て，当会社がこれを承認した場合に適用されます。 

第２条（用語の定義） 
この特約において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 異動 
 保険証券または保険申込書の記載事項の変更をいい，保険契約者による保険契約の条
件の変更，およびこの保険契約において複数の自動車を一括して保険に付している場合
に，新たな自動車を追加または一部の自動車を除外する場合を含みます。 
 異動の通知 
 保険契約者または被保険者が書面または当会社の定める通信方法により行う当会社へ
の異動の通知をいいます。 
 保険期間 
 保険証券記載の保険期間をいいます。 
 異動追加保険料 
 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事
項等の承認の場合）第１項もしくは同条第３項または普通保険約款に付帯される他の特
約の規定に定める追加保険料をいいます。 
 初回異動追加保険料 
 第１回分割異動追加保険料をいいます。 
 初回異動追加保険料払込期日 
 異動承認書記載の初回異動追加保険料払込期日をいいます。 
 異動返還保険料 
 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事
項等の承認の場合）第１項もしくは同条第３項または普通保険約款に付帯される他の特

約の規定により返還する保険料をいいます。 
第３条（異動追加保険料の払込み） 
① 異動が生じ，保険契約者または被保険者が異動の通知を行った場合で，当会社が異動追
加保険料を請求したときは，異動追加保険料を当会社の定める回数に分割し，毎月の当会
社の定める払込期日に払い込むことを承認します。 

② 前項の規定に従い異動追加保険料を請求する場合には，保険料分割払特約（大口）の追
加保険料の払込みに関する規定は適用しません。 

③ 保険契約者は，普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－
告知・通知事項等の承認の場合）第３項の通知を行った場合には，保険契約者または被保
険者に正当な理由があり，かつ，当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはでき
ません。 

第４条（初回異動追加保険料不払の場合） 
① 前条第１項に定めるところに従い，当会社が請求した初回異動追加保険料について，初
回異動追加保険料払込期日に初回異動追加保険料の払込みがない場合には，保険契約者は，
初回異動追加保険料を初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指
定した場所に払い込まなければなりません。 

② 保険契約者が初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに，初回異動追加保
険料の払込みを怠った場合は，次の各号のとおりとします。 

 払込みを怠った初回異動追加保険料が，普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還
または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認の場合）第１項の規定により請求し
たものである場合は，当会社は，初回異動追加保険料領収前に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては，保険金を支払いません。 
 払込みを怠った初回異動追加保険料が，普通保険約款一般条項第11条第３項の規定に
より請求したものである場合は，当会社は，初回異動追加保険料領収前に生じた事故に
よる損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更がなかったものとして，普通保険
約款（被保険自動車に適用される他の特約を含みます。）に従い，保険金を支払います。 

第５条（事故発生時の取扱い） 
① 被保険者，保険金請求権者または損害賠償請求権者が，初回異動追加保険料払込み前に
生じた事故による損害または傷害に対して，保険金または損害賠償額の支払いを受ける場
合には，その支払いを受ける前に，保険契約者は初回異動追加保険料を当会社に払い込ま
なければなりません。 

② 前項の規定にかかわらず，事故の発生の日が，初回異動追加保険料払込期日以前であり，
保険契約者が，初回異動追加保険料を初回異動追加保険料払込期日に支払う旨の確約を行
った場合で，かつ，当会社が承認したときは，当会社は，初回異動追加保険料が払い込ま
れたものとして当該事故に対して保険金を支払います。 

③ 前項の確約に反して保険契約者が初回異動追加保険料払込期日に初回異動追加保険料の
払込みを怠り，かつ，初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込み
を怠った場合は，当会社は，次の各号に定める保険金の額の返還を請求することができま
す。 

 初回異動追加保険料が，前条第２項第１号の初回異動追加保険料である場合は，すで
に支払った保険金の全額 
 初回異動追加保険料が，同項第２号の初回異動追加保険料である場合は，すでに支払
った保険金の額から，同号の保険金の額を差し引いた額 

第６条（解除－初回異動追加保険料不払の場合） 
当会社は，保険料分割払特約（大口）第６条（解除－分割保険料不払の場合）中「その

払込期日に払い込まれるべき分割保険料」とあるのを「その払込期日に払い込まれるべき
分割保険料または初回異動追加保険料」と，「当該分割保険料」とあるのを「初回異動追加
保険料」と読み替えて同条の規定を適用します。ただし，初回異動追加保険料払込期日が
保険期間の末日の翌日以降となる場合の解除は，保険期間の末日から将来に向かってのみ
その効力を生じます。 

第７条（第２回目以降の分割異動追加保険料不払の場合） 
第３条（異動追加保険料の払込み）第１項の規定により異動追加保険料を分割して払い

込む場合は，第２回目以降の分割異動追加保険料と保険料分割払特約（大口）第１条（保
険料の分割払）に定める分割保険料とを合計した保険料を，同特約第５条（分割保険料不
払の場合の免責）および同特約第６条（解除－分割保険料不払の場合）の分割保険料と読
み替えて，保険料分割払特約（大口）を適用します。 

第８条（異動返還保険料の取扱い） 
① 異動が生じ，保険契約者または被保険者が異動の通知を行った場合で，保険料の返還が
生じたときは，当会社が認める場合に限り，異動返還保険料を当会社の定める回数に分割
し，当会社の定める日に行うことができるものとします。 

② 前項の規定は，保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合に
は適用しません。 

第９条（事故発生時の義務） 
① 保険契約者または被保険者は，事故が発生した場合で，第３条（異動追加保険料の払込
み）の異動の通知日時および事故発生の日時の確認に関して，当会社が特に必要とする書
類または証拠となるものを求めた場合には，遅滞なくこれを提出し，また当会社が行う調
査に協力しなければなりません。 

② 保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合は，当会社
は，保険金を支払いません。 

 更正保険料の口座決済に関する特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に，保険料分割払特約，保険料分割払特約（大口），長期保険
保険料分割払特約または初回保険料の口座振替に関する特約が付帯されており，保険契約
者がこの特約の適用を申し出て，当会社がこれを承認した場合に適用されます。ただし，
保険料分割払特約，保険料分割払特約（大口）および長期保険保険料分割払特約について
は，保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合に限ります。 

第２条（用語の定義） 
この特約において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。 
 通知日 
 次条第１項に定める更正の申出または通知を当会社が受領し，承認した日をいいます。 
 保険期間 
 保険証券記載の保険期間をいいます。 
 保険年度 
 保険期間の初日またはその応当日から１年間をいいます。 
 追加保険料 
 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事
項等の承認の場合）第１項もしくは同条第３項または普通保険約款に付帯される他の特
約の規定に定める追加保険料（この保険契約に長期保険保険料分割払特約が付帯されて
いる場合は，通知日の属する保険年度末までの期間に相当する追加保険料をいいます。）
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をいいます。 
 提携金融機関 
 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 
 払込期日 
 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 
 指定口座 
 保険契約者の指定する口座をいいます。 
 初回追加保険料 
 次条第３項第１号の規定により追加保険料を一時に払い込む場合は追加保険料全額を
いい，同項第２号の規定により追加保険料を分割して払い込む場合は第１回分割追加保
険料をいいます。 
 初回追加保険料払込期日 
 異動承認書記載の初回追加保険料払込期日をいいます。 
 返還保険料 
 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事
項等の承認の場合）第１項もしくは同条第３項または普通保険約款に付帯される他の特
約の規定により返還する保険料（この保険契約に長期保険保険料分割払特約が付帯され
ている場合は，通知日の属する保険年度末までの期間に相当する保険料をいいます。）を
いいます。 

第３条（追加保険料の払込み） 
① 保険契約者が保険契約締結の後，次の各号に掲げる更正の申出または通知のいずれかを
書面または当会社の定める通信方法により行い，当会社が口座振替の方式により，追加保
険料を請求したときは，追加保険料の払込みは，払込期日に指定口座から当会社の口座に
振り替えることによって行うものとします。 

 普通保険約款一般条項第３条（告知義務）第２項第３号および普通保険約款に付帯さ
れる他の特約に規定する更正の申出 
 同条項第４条（通知義務）第１項および普通保険約款に付帯される他の特約に規定す
る通知 
 同条項第６条（被保険自動車の入替）第１項の通知 
 前各号のいずれかにともなう保険契約の条件の変更の通知 

② 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し，指定口座からの口座振替による追加保険料
の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には，当会社は，払込期日に払込みがあ
ったものとみなします。 

③ 第１項の追加保険料の払込みは，次の各号のいずれかの方法によるものとします。 
 払込期日に，追加保険料の全額を一時に指定口座から当会社の口座に振り替える方法 
 追加保険料を当会社の定める回数および金額に分割し，毎月の払込期日に，指定口座
から当会社の口座に振り替える方法。ただし，この保険契約に保険料分割払特約もしく
は保険料分割払特約（大口）が付帯されている場合，または長期保険保険料分割払特約
が付帯されており，保険料の払込方法が月払の場合に限ります。 

④ 第１項の規定に従い追加保険料を請求する場合であって，この保険契約に，保険料分割
払特約，保険料分割払特約（大口）または長期保険保険料分割払特約が付帯されている場
合には，これらの特約の追加保険料の払込みに関する規定は適用しません。 

⑤ 保険契約者は，払込期日の前日までに，追加保険料相当額を指定口座に預けておかなけ
ればなりません。 

⑥ 保険契約者は，第１項第４号の通知を行った場合には，保険契約者または被保険者に正
当な理由があり，かつ，当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。 

第４条（初回追加保険料不払の場合） 
① 前条第１項に定めるところに従い，当会社が請求した初回追加保険料について，初回追
加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には，保険契約者は，初回追加保
険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込
まなければなりません。 

② 保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに，初回追加保険料の払
込みを怠った場合は，当会社は，初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷
害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回追加保険料の払込
みを怠った場合において，その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなか
ったと当会社が認めたときは，当会社は，「初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末」
を「初回追加保険料の払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適
用します。この場合において，当会社は保険契約者に対して当会社が別に定める額をあわ
せて請求できるものとします。 

第５条（事故発生時の取扱い） 
① 被保険者，保険金請求権者または損害賠償請求権者が，初回追加保険料払込み前に生じ
た事故による損害または傷害に対して，保険金または損害賠償額の支払いを受ける場合に
は，その支払いを受ける前に，保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければ
なりません。 

② 前項の規定にかかわらず，事故の発生の日が，初回追加保険料払込期日以前であり，保
険契約者が，初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に支払う旨の確約を行った場合で，
かつ，当会社が承認したときは，当会社は，初回追加保険料が払い込まれたものとして当
該事故に対して保険金を支払います。 

③ 前項の確約に反して保険契約者が初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みを
怠り，かつ，初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合
は，当会社は，すでに支払った保険金の全額の返還を請求することができます。 

第６条（解除－初回追加保険料不払の場合） 
① 当会社は，初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに，初回追加保険料の払込
みがない場合には，この保険契約を解除することができます。 

② 当会社は，前項の解除を行う場合には，保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面
によりその旨を通知します。この場合の解除は，初回追加保険料払込期日の属する月の翌
月末または保険期間の末日のいずれか早い時から将来に向かってのみその効力を生じます。 

③ 前２項の規定にかかわらず，この保険契約に保険料分割払特約が付帯されている場合は，
同特約第６条（解除－分割保険料不払の場合）中「その払込期日に払い込まれるべき分割
保険料」とあるのを「その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または初回追加保険料」
と，「当該分割保険料」とあるのを「初回追加保険料」と読み替えて同条の規定を適用しま
す。ただし，初回追加保険料払込期日が保険期間の末日の翌日以降となる場合の解除は，
保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。 

④ 第１項および第２項の規定にかかわらず，この保険契約に保険料分割払特約（大口）が
付帯されている場合は，同特約第６条（解除－分割保険料不払の場合）中「その払込期日
に払い込まれるべき分割保険料」とあるのを「その払込期日に払い込まれるべき分割保険
料または初回追加保険料」と，「当該分割保険料」とあるのを「初回追加保険料」と読み替
えて同条の規定を適用します。ただし，初回追加保険料払込期日が保険期間の末日の翌日
以降となる場合の解除は，保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。 

⑤ 第１項および第２項の規定にかかわらず，この保険契約に長期保険保険料分割払特約が
付帯されている場合は，同特約第６条（解除－分割保険料不払の場合）中「その払込期日
に払い込まれるべき分割保険料」とあるのを「その払込期日に払い込まれるべき分割保険
料または初回追加保険料」と，「当該分割保険料」とあるのを「初回追加保険料」と読み替
えて同条の規定を適用します。ただし，初回追加保険料払込期日が保険期間の末日の翌日
以降となる場合の解除は，保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。 

第７条（初回追加保険料不払の場合の特則） 
当会社は，保険契約者が初回追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みを怠り，

かつ，払込みを怠った理由が，提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったこと
による場合においては，初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日を初回追加保
険料払込期日とみなして前３条の規定を適用します。ただし，口座振替請求が行われなか
った理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。 

第８条（第２回目以降の分割追加保険料の読み替え） 
① この保険契約に保険料分割払特約が付帯されている場合で，第３条（追加保険料の払込
み）第３項第２号の規定により追加保険料を分割して払い込む場合は，第２回目以降の分
割追加保険料と同特約第１条（保険料の分割払）に定める分割保険料とを合計した保険料
を，同特約第５条（分割保険料不払の場合の免責）および同特約第６条（解除－分割保険
料不払の場合）の分割保険料と読み替えて，保険料分割払特約を適用します。 

② この保険契約に保険料分割払特約（大口）が付帯されている場合で，第３条（追加保険
料の払込み）第３項第２号の規定により追加保険料を分割して払い込む場合は，第２回目
以降の分割追加保険料と同特約第１条（保険料の分割払）に定める分割保険料とを合計し
た保険料を，同特約第５条（分割保険料不払の場合の免責）および同特約第６条（解除－
分割保険料不払の場合）の分割保険料と読み替えて，保険料分割払特約（大口）を適用し
ます。 

③ この保険契約に長期保険保険料分割払特約が付帯されている場合で，第３条（追加保険
料の払込み）第３項第２号の規定により追加保険料を分割して払い込む場合は，第２回目
以降の分割追加保険料と同特約第１条（保険料の分割払）に定める分割保険料とを合計し
た保険料を，同特約第５条（分割保険料不払の場合の免責）および同特約第６条（解除－
分割保険料不払の場合）の分割保険料と読み替えて，長期保険保険料分割払特約を適用し
ます。 

第９条（返還保険料の指定口座への振込み） 
① 保険契約者が保険契約締結の後，第３条（追加保険料の払込み）第１項に定める更正の
申出または通知のいずれかを書面または当会社の定める通信方法により行い，保険料の返
還が生じた場合には，当会社が認める場合に限り，返還保険料の全額を一時にもしくは当
会社の定める回数に分割し，当会社の定める日に指定口座に振り込むことによって行うこ
とができるものとします。 

② 前項の規定は，保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合に
は適用しません。 

 クレジットカードによる保険料支払に関する特約 
第１条（クレジットカードによる保険料支払の承認） 

当会社は，この特約に従い，当会社の指定するクレジットカード（以下「クレジットカ
ード」といいます。）により，保険契約者が，この保険契約の保険料（異動時の追加保険料
を含みます。以下同様とします。）を支払うことを承認します。ただし，クレジットカード
発行会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた者または会員として認めた
法人もしくは団体と保険契約者が同一である場合に限ります。 

第２条（保険料領収前に生じた事故の取扱い） 
① 保険契約者から，この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカ
ードによる支払の申出があった場合は，当会社は，クレジットカード発行会社へ当該クレ
ジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで，当会社が
クレジットカードによる保険料の支払を承認した時（保険証券記載の保険期間の開始前に
承認した場合は，保険期間の開始した時とします。）以後，普通保険約款一般条項第１条（保
険責任の始期および終期）第２項，同条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求
－告知・通知事項等の承認の場合）第２項，同条第４項の規定および普通保険約款に付帯
された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合は，前項の規定は適用しません。 
 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし，
保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し，クレジットカード発行会社
に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払って
いる場合は，この限りではありません。 
 会員規約等に定める手続が行われない場合 

第３条（保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い） 
① 前条第２項第１号の保険料相当額を領収できない場合には，当会社は，保険契約者に保
険料を直接請求できるものとします。この場合において，保険契約者が，クレジットカー
ド発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っ
ているときは，当会社は，その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できない
ものとします。 

② 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において，前項の規定
により当会社が保険料を請求し，保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは，前
条第１項の規定を適用します。 

③ 保険契約者が前項の保険料の支払を怠った場合は，当会社は保険証券記載の保険契約者
の住所にあてた書面による通知をもって，この特約が付帯された保険契約を解除すること
ができます。 

④ 前項の解除は，将来に向かってのみその効力を生じます。 
第４条（保険料の返還の特則） 

普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項，同条第３項，同条項第12条（保険料の返還－無効，失効の場合）
第２項および同条項第13条（保険料の返還－解除の場合）第２項から同条第５項までの規
定ならびに普通保険約款に付帯された他の特約の規定により，当会社が保険料を返還する
場合は，当会社は，クレジットカード発行会社からの保険料相当額の全額の領収を確認の
後に保険料を返還します。ただし，前条第２項の規定により保険契約者が保険料を直接当
会社に払い込んだ場合，および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し
クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当
額の全額を既に支払っている場合は，この限りではありません。 

第５条（準用規定） 
この特約に定めのない事項については，この特約の趣旨に反しない限り，普通保険約款

およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。 

 保険契約の自動継続に関する特約 
第１条（この特約の適用条件） 
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この特約は，保険証券に自動継続を行う旨記載されている場合に適用されます。 
第２条（保険契約の継続） 
① この保険契約の満了する日の属する月の前月10日（以下「意思表示期限」といいます。）
までに，当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には，こ
の保険契約は満了する日と同一の内容で継続されるものとします。 

② 前項の規定によってこの保険契約が継続された場合には，当会社は，保険証券または保
険契約継続証もしくはこれに代わる書面（以下「継続証等」といいます。）を保険契約者に
交付します。 

③ 第１項の規定により継続された保険契約（以下「継続契約」といいます。）に初回保険料
の口座振替に関する特約が適用される場合には，初回保険料の口座振替に関する特約第１
条（この特約の適用条件）第２項第２号の適用にあたっては，保険契約の締結は，意思表
示期限になされたものとみなします。 

第３条（継続契約の車両保険金額等） 
① この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合には，継続契約の車両条項
の保険金額は，前条第１項の規定にかかわらず，以下のとおり定めるものとします。 

 この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には，当会社は，この保
険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに，保険証券記載の自動車（以下「被保
険自動車」といいます。）と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録年月（被保
険自動車が軽自動車である場合は，初度検査年月をいいます。）の自動車の市場販売価格
相当額を基準として算定した被保険自動車の価額見積額を，保険証券記載の保険契約者
の住所にあてた書面により通知します。 
 前号の通知に対して，意思表示期限までに，保険契約者より別段の意思表示がない場
合には，前号の見積額を被保険自動車の価額として，車両価額協定保険特約第２条（協
定保険価額）第１項に規定する被保険自動車の価額の協定がなされたものとみなし，そ
の協定保険価額を保険金額として定めるものとします。 
 この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合には，当会社は，この
保険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに，この保険契約の車両保険金額を基
準とし，被保険自動車の税法上の減価償却残存率等を参考にして算定した被保険自動車
の価額見積額を，保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により通知します。 
 前号の通知に対して，意思表示期限までに，保険契約者より別段の意思表示がない場
合には，前号の見積額を保険金額として契約する旨の保険契約者および被保険者の申出
がなされたものとみなし，その見積額を保険金額として定めるものとします。 

② 前項第１号または第３号の通知に対して，意思表示期限までに，保険契約者より別段の
意思表示があった場合には，前条の規定にかかわらず，この保険契約は継続されないもの
とします。 

第４条（継続契約の保険料および払込方法） 
① 継続契約の保険料は，継続契約の保険期間の始期におけるこの保険契約の保険事故歴等
の条件に従って定めるものとし，当会社はこの金額を継続証等に記載するものとします。 

② 保険契約者は，継続契約の保険料を継続前契約の保険期間の満了する日までに払い込む
ものとします。 

③ 前項の規定にかかわらず，継続契約に保険料分割払特約，月掛12回払特約，団体扱特約
等（団体扱特約（一般Ａ），団体扱特約（一般Ｂ），団体扱特約（一般Ｃ），団体扱特約およ
び団体扱特約（口座振替方式）をいいます。以下この項において，同様とします。）または
集団扱特約が適用される場合には，保険契約者は，継続契約の保険料を以下のとおり払い
込むものとします。 

 保険料分割払特約または月掛12回払特約が適用される場合 
 第１回分割保険料または第１回月掛保険料は，継続契約の保険期間の始期の属する月
の，継続前契約において定められた払込期日の応当日に，第２回以降の分割保険料また
は月掛保険料は，その翌月の応当日から毎月払い込む。 
 団体扱特約等または集団扱特約が適用される場合 
 集金契約に定めるところにより，集金者を経て払い込む。 

④ 第２項および前項第１号の規定にかかわらず，継続契約に初回保険料の口座振替に関す
る特約が適用される場合には，保険契約者は，初回保険料の口座振替に関する特約の規定
に従い，継続契約の保険料を払い込むものとします。この場合には，次条および第６条（保
険料不払の場合の保険契約の解除）の規定は適用しません。 

第５条（保険料不払の場合の免責） 
保険契約者が，前条第２項の継続契約の保険料または前条第３項第１号の継続契約の分

割保険料もしくは月掛保険料について，当該継続契約の保険料または分割保険料もしくは
月掛保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は，
当会社は，払込期日後に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いま
せん。 

第６条（保険料不払の場合の保険契約の解除） 
① 保険契約者が，第４条（継続契約の保険料および払込方法）第２項の継続契約の保険料
について，当該継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその
払込みを怠った場合は，当会社は，継続証等記載の保険契約者の住所にあてた書面による
通知をもって，継続契約を解除することができます。 

② 前項の解除は，継続契約の保険期間の始期からその効力を生じます。 
第７条（継続契約に適用される制度または料率等） 

当会社が，普通保険約款，特約，保険契約引受に関する制度または保険料率等（以下こ
の条において，「制度または料率等」といいます。）を改定した場合には，継続契約に対し
ては，継続契約の保険期間の始期における制度または料率等が適用されるものとします。 

第８条（継続契約に適用される特約） 
① この保険契約が第２条（保険契約の継続）第１項の規定により継続された場合には，各
継続契約ごとに，この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。 

② 前項の規定にかかわらず，この保険契約に等級プロテクト特約（一般用）（以下この項に
おいて，「等級プロテクト特約」といいます。）が付帯されている場合において，継続契約
の保険期間の始期における保険事故歴等の条件が，当会社の定める範囲外となるときは，
等級プロテクト特約は継続契約には適用されないものとします。 

③ 第１項の規定にかかわらず，保険契約者から継続契約の保険料を口座振替の方法により
払い込む旨の申出がある場合には，初回保険料の口座振替に関する特約を継続契約に適用
するものとします。 

④ 前２項以外の特約に関しては，継続契約の保険期間の始期において，当該特約の適用条
件の範囲外となる場合は，当該特約は継続契約に適用しないものとします。 

第９条（継続契約の告知義務） 
① 第２条（保険契約の継続）第１項の規定によりこの保険契約を継続する場合において，
保険契約申込書に記載した事項および継続証等に記載された事項に変更があったときまた
はこの保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により当会社に通知す
べき事項が生じたときは，保険契約者，被保険者またはこれらの者の代理人は，書面をも
って当会社に告げなければなりません。 

② 前項の告知については，普通保険約款一般条項第３条（告知義務）の規定を適用します。 

第10条（入替自動車の自動補償適用の特則） 
この保険契約に普通保険約款一般条項第６条（被保険自動車の入替）第４項の規定が適

用され，かつ，同条第５項に定める取得日から起算して30日以内に継続契約の保険期間の
始期が到来する場合には，継続契約について，同条に定める被保険自動車の入替がなされ
たものとみなし，同条第４項の規定を適用します。 

第11条（準用規定） 
この特約に定めのない事項については，この特約の趣旨に反しない限り，普通保険約款

およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。 

 継続契約の取扱いに関する特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に保険契約の自動継続に関する特約が付帯されていない場合
に適用されます。ただし，この保険契約に保険契約の自動継続に関する特約が付帯されて
いる場合であっても，当会社より保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による自
動継続停止の通知を行ったときは，同特約が付帯されていないものとしてこの特約を適用
します。 

第２条（継続契約） 
この特約において継続契約とは，この保険契約と保険契約者，保険証券記載の被保険者

（保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）を主に使用する者をいいま
す。）および被保険自動車を同一として当会社と締結する契約で，この保険契約の保険期間
の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。 

第３条（継続契約に関する特則） 
この保険契約の継続契約の締結手続き漏れ（以下この条において，「継続漏れ」といいま

す。）があった場合であっても，次の各号に定める条件をいずれも満たしているときに限り，
この保険契約が満了する日と同一の内容で継続されたものとして取り扱います。ただし，
この保険契約の保険期間が１年に満たない場合，継続契約の保険期間は１年とします。 
 この保険契約が１年以上を保険期間とする保険契約であること。ただし，この保険契
約に当会社が別に定める普通保険約款変更に伴う中途更改等級継承特則または保険期間
通算による等級継承特則を適用して１年未満の契約を締結した場合を含みます。 
 この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生していないこと。 
 この保険契約が，この特約を適用して締結されたものではないこと。 
 被保険自動車を同一とする他の保険契約等がないこと。 
 電話，面談等により，保険契約者に対して直接継続の意思表示を行ったにもかかわら
ず，保険契約者側の事情により，継続漏れとなったものでないこと。 
 この保険契約の保険期間内に，保険契約者または当会社から継続契約を締結しない旨
の意思表示がなかったこと。 
 保険契約者が，保険証券記載の保険期間の末日の翌日から起算して30日以内に書面に
より継続契約の申込みを行うこと。 
 特約に別に定める場合を除いて，保険契約者が前号の申込みと同時に継続契約の保険
料を当会社に払い込むこと。 

第４条（継続契約に適用される内容） 
① 前条の規定にかかわらず，次の各号の事項については，継続契約に適用される内容は各
号の定めるところによります。 

 この保険契約に普通保険約款車両条項の適用がある場合，被保険自動車の保険金額は，
次のいずれかに定めるところにより決定します。 
 この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には，当会社は，この
保険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに，被保険自動車と同一の用途・車
種・車名・型式・仕様・初度登録年月（被保険自動車が軽自動車である場合は，初度
検査年月をいいます。）の自動車の市場販売価格相当額を基準として算定した被保険自
動車の価額見積額とします。 
 この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合には，当会社は，こ
の保険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに，この保険契約の車両保険金額
を基準とし，被保険自動車の税法上の減価償却残存率等を参考にして算定した被保険
自動車の価額見積額とします。 

 この保険契約に適用されている特約に関しては，継続契約の保険期間の始期において，
当該特約の適用条件の範囲外となる場合は，当該特約は継続契約に適用しないものとし
ます。 
 継続契約の保険料は，この保険契約の無事故実績等の条件によって定めるものとしま
す。 

② 当会社が普通保険約款，特約，保険引受に関する制度または保険料率等（以下この項に
おいて，「制度または料率等」といいます。）を改定した場合には，継続契約に対しては，
継続契約の保険期間の始期における制度または料率等が適用されるものとします。 

第５条（保険責任に関する特則） 
第３条（継続契約に関する特則）の規定により締結された継続契約に対しては，普通保

険約款一般条項第１条（保険責任の始期および終期）第２項および普通保険約款に付帯さ
れる他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定は適用しません。 

第６条（準用規定） 
この特約に定めのない事項については，この特約の趣旨に反しない限り，この保険契約

の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。 

 追加保険料の払込猶予（30日間）に関する特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険契約者がこの特約の適用を申し出て，当会社がこれを承認した場合に
適用されます。 

第２条（この特約による契約締結後の通知方法） 
① この特約により，保険契約者または被保険者は，次の各号に掲げる更正の申出または通
知のいずれかを書面または当会社の定める通信方法により，当会社に直接行うことができ
ます。 

 普通保険約款一般条項第３条（告知義務）第２項第３号および普通保険約款に付帯さ
れる他の特約に定める更正の申出 
 同条項第４条（通知義務）第１項の通知 
 同条項第５条（被保険自動車の譲渡）第１項の通知 
 同条項第６条（被保険自動車の入替）第１項の通知 
 同条第４項の通知 
 同条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認の場
合）第３項の通知 
 前各号のほか，普通保険約款に付帯される他の特約に定める前各号に準じる通知 

② 保険契約者は，前項に定めるところにより，前項第６号の通知を行った場合には，保険
契約者または被保険者に正当な理由があり，かつ，当会社が認める場合を除いてこれを撤
回することはできません。 
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第３条（追加保険料の払込猶予） 
① 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第１項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は，契約内容の変更日（前条第１項に定める更正の申出または通知を当会社が
受領した日以後の保険契約者が指定する日で，契約内容を変更すべき期間の初日をいいま
す。ただし，前条第１項第５号の通知が行われた場合は，当会社が保険証券記載の自動車
の入替の請求を承認した日とします。以下同様とします。）からその日を含めて30日以内（以
下「払込猶予期間内」といいます。）に，当会社の定める方法により，追加保険料の全額を
一時に当会社に払い込まなければなりません。 

② 保険契約者が，払込猶予期間内に前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，当会社は，
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。 

③ 普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項
等の承認の場合）第３項に定めるところに従い，当会社が追加保険料を請求した場合は，
保険契約者は，払込猶予期間内に，当会社の定める方法により，追加保険料の全額を一時
に当会社に払い込まなければなりません。 

④ 保険契約者が，払込猶予期間内に前項の追加保険料の払込みを怠った場合は，追加保険
料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請
求がなかったものとして，普通保険約款（保険証券記載の自動車について適用される他の
特約を含みます。）に従い，保険金を支払います。 

⑤ 被保険者，保険金請求権者または損害賠償請求権者が，第１項または第３項に定める払
込猶予期間内に生じた事故による損害または傷害に対して，保険金の支払を受ける場合に
は，保険契約者は，保険金の支払を受ける前に追加保険料を当会社に払い込まなければな
りません。 

第４条（解除－追加保険料不払の場合） 
① 当会社は，前条第１項および同条第３項に定める払込猶予期間内に追加保険料の全額が
払い込まれなかった場合は，この保険契約を解除することができます。 

② 当会社は，前項の解除を行う場合には保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面に
よりその旨を通知します。この場合の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。 

③ 第１項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，すでに領収した保険料は返
還しません。ただし，この保険契約に月掛12回払特約が付帯されており，かつ，同特約に
定める第11回目以降の月掛保険料を保険契約者が払い込んでいる場合は，第11回目以降の
月掛保険料については全額を返還します。 

第５条（事故発生時の義務） 
① 保険契約者または被保険者は，事故が発生した場合で，第２条（この特約による契約締
結後の通知方法）第１項に定める更正の申出または通知を行った日時および事故発生の日
時の確認に関して，当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には，
遅滞なくこれを提出し，また当会社が行う調査に協力しなければなりません。 

② 保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合は，当会社
は，保険金を支払いません。 

第６条（準用規定） 
この特約に定めのない事項については，この特約の趣旨に反しない限り，普通保険約款

およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。 

 通信による契約申込みに関する特約 
第１条（保険契約の申込み） 
① 当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は，次の各号に定めるい
ずれかの方法により，保険契約の申込みをすることができるものとします。 

 所定の保険契約申込書（以下「申込書」といいます。）に所要の事項を記載し，当会社
に送付すること。 
 電話，情報処理機器等の通信手段を媒介とし，当会社に対し保険契約申込みの意思を
表示（以下「契約意思の表示」といいます。）すること。 

② 前項第１号の規定により申込書の送付を受けた当会社は，保険契約引受けの可否を審査
し，引受けを行うものについては，保険料，保険料の払込期限，保険料の払込方法等を記
載した通知書（以下「通知書」といいます。）を保険契約者に送付するものとします。 

③ 第１項第２号の規定により契約意思の表示を受けた当会社は，保険契約引受けの可否を
審査し，引受けを行うものについては，通知書および申込書を保険契約者に送付するもの
とします。保険契約者は申込書に所要の事項を記載し，所定の期間内に当会社に送付する
ものとします。 

④ 前項の規定に基づき，当会社が保険契約者の契約意思の表示に基づき作成した申込書に
記載の事項を，保険契約者が変更または訂正する場合には，遅滞なく当会社にその旨を連
絡することとします。 

⑤ 前項の規定に基づき，連絡を受けた当会社は改めて保険契約引受けの可否を審査し，引
受けを行うものについては，別途通知書および申込書を保険契約者に送付するものとしま
す。 

⑥ 保険契約者により第３項および前項の申込書が所定の期間内に当会社に返送されない場
合には，当会社は，申込書記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって，こ
の保険契約を解除することができます。この場合の解除は，保険契約の引受けを行った日
から将来に向かってその効力を生じます。 

第２条（保険料の払込方法） 
① 保険契約者は，前条第２項，同条第３項または同条第５項の通知書に従い，保険料を払
い込むこととします。 

② 通知書に記載する保険料の払込期限は，この保険契約に適用されている他の特約に保険
料の払込期限に関して別の規定がある場合を除き，保険期間の初日の前日までの当会社が
定める日とします。 

第３条（保険料不払いによる保険契約の解除） 
① 当会社は，通知書に記載された保険料の払込期限までに保険料（保険料を分割して払込
む場合には，第１回分割保険料をいいます。）が払い込まれなかった場合には，申込書記載
の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって，この保険契約を解除することがで
きます。この場合の解除は，保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。 

② この保険契約に適用される他の特約に保険料不払いの場合について別の規定がある場合
には，前項の規定にかかわらず，その規定を適用するものとします。 

第４条（準用規定） 
この特約に定めのない事項については，この特約の趣旨に反しない限り，この保険契約

の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。 

 インターネット等による通信販売に関する特約 
第１条（保険契約の申込み） 
① 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は，当該申込についての重要事項を
了解した上で，当会社の定める手続方法に従って，情報処理機器上の契約申込画面に所要
の事項を入力し，当会社に送信することによって，保険契約の申込みをすることができる

ものとします。 
② 前項の規定により当会社が契約申込画面の送信を受けたときは，当会社は，保険契約引
受けの可否を審査し，引受けを行うものについては，保険契約者に対して契約確認画面を
送信することにより引受契約内容を通知します。 

第２条（保険料の払込方法） 
① 保険契約者は，前条第２項の契約確認画面に従い，保険料を払い込まなければなりませ
ん。 

② 契約確認画面に記載する保険料の払込期限は，この保険契約に適用される他の特約に別
の規定がある場合を除き，保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。 

第３条（保険料不払いによる保険契約の解除） 
① 当会社は，契約確認画面に記載された保険料の払込期限までに保険料（保険料の払込方
法が一時払以外の場合は，第１回保険料をいいます。）が払込まれなかった場合には，契約
確認画面記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって，この保険契約を解除
することができます。 

② 前項の規定による解除は，保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。 
③ この保険契約に適用される他の特約に保険料不払いの場合について別の規定がある場合
には，前２項の規定にかかわらず，その規定を適用するものとします。 

第４条（準用規定） 
この特約に定めのない事項については，この特約の趣旨に反しないかぎり，この保険契

約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。 

 日常生活賠償責任補償特約 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 
第２条（この特約の補償内容） 

当会社は，被保険者（責任無能力者は含まないものとします。以下同様とします。）が，
日本国内において生じた次の各号に定める偶然な事故（以下「事故」といいます。）のいず
れかにより，他人の生命もしくは身体を害すること（以下「身体の障害」といいます。）ま
たは他人の財物を滅失，破損もしくは汚損すること（以下「財物の破損」といいます。）に
より，法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して，この特約によ
り，保険金を支払います。 
 保険証券記載の被保険者（保険証券記載の自動車を主に使用する者をいいます。以下
「記名被保険者」といいます。）の居住の用に供される保険証券記載の住宅（敷地内の動
産および不動産を含みます。以下「住宅」といいます。）の所有，使用または管理に起因
する偶然な事故 
 被保険者の日常生活（住宅以外の不動産および自動車（原動機付自転車を含みます。）
の所有，使用または管理を除きます。）に起因する偶然な事故 

第３条（保険の補償を受けられる方－被保険者） 
この特約において，被保険者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 
 記名被保険者 
 記名被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。） 
 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 
 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 

第４条（保険金をお支払いしない場合－その１） 
当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては，保険金

を支払いません。 
 保険契約者（保険契約者が法人であるときは，その理事，取締役または法人の業務を
執行するその他の機関）または被保険者の故意 
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
 戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，同様とします。）もしくは
核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性，爆発性そ
の他の有害な特性またはこれらの特性による事故 

第５条（保険金をお支払いしない場合－その２） 
当会社は，被保険者が次の各号のいずれかの損害賠償責任を負担することによって被っ

た損害に対しては，保険金を支払いません。 
 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 
 もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産（住宅の一部がもっぱら被
保険者の職務の用に供される場合は，その部分を含みます。）の所有，使用または管理に
起因する損害賠償責任 
 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 
 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因す
る損害賠償責任。ただし，被保険者が家事使用人として使用する者については，この限
りでありません。 
 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において，その約定によ
って加重された損害賠償責任 
 被保険者が所有，使用または管理する財物の破損について，その財物について正当な
権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 
 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 
 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 
 航空機，船舶，車両（ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。以下この号
において，同様とします。）または銃器（空気銃を除きます。）の所有，使用または管理
に起因する損害賠償責任。ただし，原動力がもっぱら人力である船舶または車両の所有，
使用または管理に起因する損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に
対しては，この特約に従い，保険金を支払います。 

第６条（支払保険金の範囲） 
当会社が支払う保険金の範囲は，次の各号に定めるものに限ります。 
 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金 
 第２条（この特約の補償内容）の事故が発生した場合において，被保険者が第８条（事
故の発生）第１項第２号に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害
を防止または軽減するために要した必要または有益な費用 
 前号の損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後
において，被保険者に法律上の損害賠償責任がないと判明した場合，被保険者が被害者
のために支出した応急手当，護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあら
かじめ当会社の書面による同意を得たその他の費用 
 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用，弁護士報酬または仲裁，
和解もしくは調停に要した費用 
 第９条（当会社による解決）第１項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協
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力するために被保険者が支出した費用 
第７条（保険金の支払額） 

当会社が支払うべき保険金の額は，次の各号の金額の合計額とします。 
 １回の事故につき，前条第１号の損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過
する場合には，その超過した額。ただし，１回の事故につき，保険証券に記載された保
険金額（以下この条において，「保険金額」といいます。）を支払の限度とします。 
 前条第２号から第５号までの費用についてはその全額。ただし，同条第４号の費用は，
１回の事故につき，同条第１号の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は，保険金額
の同号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。 

第８条（事故の発生） 
① 保険契約者または被保険者（これらの者の代理人を含みます。以下この条において，同
様とします。）は，第２条（この特約の補償内容）の事故により他人の身体の障害または財
物の破損が発生したことを知った場合は，次の各号に定める事項を履行しなければなりま
せん。 

 事故発生の日時，場所，被害者の住所，氏名，年齢，職業，事故の状況ならびにこれ
らの事項の証人となる者がある場合は，その住所および氏名を事故の日からその日を含
めて30日以内に，また，損害賠償の請求を受けた場合は，その内容を遅滞なく当会社に
通知すること。この場合において，当会社が書面による通知を求めたときは，これに応
じなければなりません。 
 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には，その権利の保全または行使に
ついて必要な手続をとり，その他損害を防止または軽減するために必要ないっさいの手
段を講ずること。 
 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は，あらかじめ当会社の承認
を得ること。ただし，応急手当，護送その他の緊急措置をとることを妨げません。 
 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合，または提起された場合は，ただちに書面
により当会社に通知すること。 

② 保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号の規定に違反し
た場合は，当会社は，同項第１号および第４号のときは保険金を支払いません。また，同
項第２号のときは防止または軽減することができたと認められる損害額を，同項第３号の
場合は当会社が法律上の損害賠償責任がないと認めた部分を，それぞれ控除して支払額を
決定します。 

第９条（当会社による解決） 
① 当会社は，必要と認めた場合は，被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠
償請求の解決に当たることができます。この場合において，被保険者は，当会社の求めに
応じ，その遂行について当会社に協力しなければなりません。 

② 被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項の協力に応じない場合は，当会社は，
保険金を支払いません。 

第10条（保険金の請求） 
① 被保険者またはその代理人が保険金の支払を受けようとする場合は，保険金請求書，保
険証券および次の各号の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 

 当会社の定める事故状況報告書 
 示談書その他これに代わるべき書類 
 損害を証明する書類 
 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求
を第三者に委任する場合） 

② 当会社は，前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。 
③ 被保険者またはその代理人が前２項の書類を提出しなかった場合，または提出書類に知
っている事実を記載しなかった場合もしくは不実の記載をした場合は，当会社は，保険金
を支払いません。 

④ 当会社に対する保険金請求権は，被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上
の損害賠償責任の額について，被保険者と損害賠償請求権者との間で，判決が確定した時，
または裁判上の和解，調停もしくは書面による合意が成立した時に発生し，これを行使す
ることができます。 

第11条（この特約が付帯された保険契約との関係） 
① この特約が付帯された保険契約が無効の場合は，この特約もまた無効とします。 
② この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は，この特約も
同時に終了するものとします。 

第12条（普通保険約款一般条項の読み替え） 
この特約については，普通保険約款一般条項（以下「一般条項」といいます。）を次のと

おり読み替えて適用します。 
 第１条（保険責任の始期および終期）第２項の規定中「賠償責任条項」から「車両付
随損害条項」までは「この特約」 
 第３条（告知義務）第２項第５号の規定中「この保険契約の賠償責任条項」から「車
両付随損害条項」までは「この特約」 
 第18条（重複契約の取扱い）第１項および同条第４項第２号 の規定中「賠償責任条
項」から「車両付随損害条項」までは「この特約」 
 第20条（保険金の請求）第２項の規定中「前項」とあるのは「この特約」 
 第21条（保険金の支払）第１項の規定中「前条第２項の手続」とあるのは「この特約
第10条（保険金の請求）第１項の規定による手続」 

第13条（準用規定） 
この特約に規定しない事項については，この特約に反しない限り，一般条項の規定を準

用します。 

 賠償事故解決に関する特約（日常生活賠償責任補償

特約用） 
第１条（この特約の適用条件） 

この特約は，この保険契約に日常生活賠償責任補償特約（以下「賠償責任特約」といい
ます。）が適用されており，かつ，保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。 

第２条（当会社による援助） 
被保険者が賠償責任特約第２条（この特約の補償内容）の事故（以下「賠償事故」とい

います。）にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には，当会社は，賠償責任特約第３条（保
険の補償を受けられる方－被保険者）に規定する被保険者（以下「被保険者」といいます。）
の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため，当会社が被保険者に対して支払
責任を負う限度において，被保険者の行う折衝，示談または調停もしくは訴訟の手続につ
いて協力または援助を行います。 

第３条（当会社による解決） 
① 被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合，または当会社が損害賠償
請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には，当会社は，

当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において，当会社の費用により，被保険者
の同意を得て，被保険者のために，折衝，示談または調停もしくは訴訟の手続（弁護士の
選任を含みます。）を行います。 

② 前項の場合には，被保険者は当会社の求めに応じ，その遂行について当会社に協力しな
ければなりません。 

③ 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合は，第１項の規定は適用しません。 
 １回の賠償事故につき，被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が賠償責任
特約の保険金額を明らかに超える場合 
 損害賠償請求権者が，当会社と直接，折衝することに同意しない場合 
 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合 

第４条（損害賠償請求権者の直接請求権） 
① 賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は，損害賠
償請求権者は，当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において，当会社に対して
第３項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。 

② 当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合に，損害賠償請求権者に対して次項に定
める損害賠償額を支払います。ただし，１回の賠償事故につき当会社が賠償責任特約およ
びこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額（同一事故につきすでに支払っ
た保険金または損害賠償額がある場合は，その全額を差し引いた額）を限度とします。 

 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について，
被保険者と損害賠償請求権者との間で，判決が確定した場合または裁判上の和解もしく
は調停が成立した場合 
 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について，
被保険者と損害賠償請求権者との間で，書面による合意が成立した場合 
 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に
対して書面で承諾した場合 
 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について，次のいずれかに該当
する事由があった場合 
 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 
 被保険者が死亡し，かつ，その法定相続人がいないこと。 

③ 前条およびこの条の損害賠償額とは，次の の額から の額を差し引いた額をいいます。 
 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 
 被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額 

④ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は，当
会社は，損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。 

⑤ 第２項または第７項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支
払を行った場合は，その金額の限度において当会社が被保険者に，その被保険者の被る損
害に対して，保険金を支払ったものとみなします。 

⑥ １回の賠償事故につき，被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額（同一事故に
つきすでに当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は，その全額を含みま
す。）が賠償責任特約の保険金額を超えると認められる時以後，損害賠償請求権者は第１項
の規定による請求権を行使することはできず，また当会社は第２項の規定にかかわらず損
害賠償額を支払いません。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，この限りでは
ありません。 

 第２項第４号に規定する事実があった場合 
 損害賠償請求権者が被保険者に対して，賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場
合において，いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認
められる場合 
 当会社への損害賠償額の請求について，すべての損害賠償請求権者と被保険者との間
で，書面による合意が成立した場合 

⑦ 前項第２号または第３号に該当する場合は，第２項の規定にかかわらず，当会社は，損
害賠償請求権者に対して，損害賠償額を支払います。ただし，１回の賠償事故につき当会
社が賠償責任特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額（同一事
故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は，その全額を差し引いた額）
を限度とします。 

第５条（損害賠償額の請求および支払） 
① 損害賠償請求権者が第４条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定により損害賠償額
の支払を請求する場合は，次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。 

 損害賠償額の請求書 
 その他当会社が特に必要と認める書類または証拠 

② 損害賠償請求権者が前項の書類に故意に不実の記載をし，またはその書類もしくは証拠
を偽造しもしくは変造した場合には，当会社は，損害賠償額を支払いません。 

③ 当会社は，第４条（損害賠償請求権者の直接請求権）第２項または同条第６項の各号の
いずれかに該当する場合には，損害賠償請求権者が第１項の手続をした日からその日を含
めて30日以内に損害賠償額を支払います。 

④ 当会社の責に帰すことのできない事由により，前項の期間内に保険事故の事実確認，損
害額の確定等保険金の支払にあたって必要な調査を終えることができない場合は，前項の
規定にかかわらず，当会社は，前項の損害賠償請求権者に対して延長する理由および期間
を通知することによって，前項の期間を延長することができます。ただし，損害賠償請求
権者が第１項の手続をした日からその日を含めて120日を限度とします。 

第６条（損害賠償請求権の行使期限） 
第４条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定による請求権は，次の各号のいずれか

に該当する場合には，これを行使することはできません。 
 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について，
被保険者と損害賠償請求権者との間で，判決が確定し，または裁判上の和解，調停もし
くは書面による合意が成立した時の翌日から起算して２年を経過した場合 
 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合 

第７条（準用規定） 
この特約に規定しない事項については，この特約に反しない限り，賠償責任特約および

普通保険約款一般条項の規定を準用します。 

 共同保険に関する特約 
第１条（独立責任） 

この保険契約は，保険証券記載の保険会社（以下「引受保険会社」といいます。）による
共同保険契約であって，引受保険会社は，保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受
割合に応じて，連帯することなく単独別個に，保険契約上の権利を有し，義務を負います。 

第２条（幹事保険会社の行う事項） 
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会

社は，全ての引受保険会社のために次の各号に掲げる事項を行います。 
 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 
 保険料の収納および受領または返戻 
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 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除 
 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領および当該告知または
通知の承認 
 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領および当該譲渡の承認または保険金
請求権等の上の質権の設定，譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および当該設
定，譲渡もしくは消滅の承認 
 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等 
 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査 
 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類
等の受領 
 損害の調査，損害の査定，保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全 
 その他前各号の事務または業務に付随する事項 

第３条（幹事保険会社の行為の効果） 
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条各号に掲げる事項は，全ての引受保険会

社がこれを行ったものとみなします。 
第４条（保険契約者等の行為の効果） 

この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は，
全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。 
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 Ⅵ．事故が起こった場合  

１．まずご連絡を 
 事故が発生した場合には，まず被害者（相手方等）の救護措置をとり，もよりの警察署
への届け出をするとともに，事故発生の日時，場所および事故の概要について，契約取扱
い代理店・扱者または弊社にただちにご連絡ください。 

 （弊社では損害サービススタッフを全国に配置しております。連絡先については50ペー
ジをご覧ください。） 

  なお，人身事故の場合には，警察署への届け出にあたり，人身事故である旨正しく届
け出をしていただくようお願いいたします。 
 その後，遅滞なく書面により次の事項をお知らせください。 
① 事故の状況 
② 被害者の住所および氏名 
③ 目撃者のある場合は，その住所および氏名 
④ 損害賠償の請求を受けた場合は，その内容 

 上記のご通知がないと，保険金をお支払いできないことがありますのでくれぐれもご注
意ください。 

＜対人事故の通知についての特則＞ 
 対人事故については，事故発生の日から60日以内に事故のご通知がないときは，原則
として保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 （一般条項第16条） 

＜等級プロテクト特約の車両事故通知＞ 
 車両事故，車両付随損害事故，身の回り品補償特約に係る事故等については，事故発
生の日から７日以内に事故のご通知がないときは，原則として等級すえおき事故として
の取扱いができませんのでご注意ください。 

２．必ずご相談を 
 次の場合は事前に弊社にご相談ください。 

 事故にあったお車を修理される場合（車両保険をお付けの場合のみ） 
  修理に着手される前に必ず弊社の承認を得てください。弊社が承認する前に修理に着

手された場合，または補修可能な部品（バンパー等）の損傷にも関わらず部品交換によ
る修理をされた場合には，保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります
（樹脂製バンパーは軽度の損傷なら補修して使えます。）。 
 被害者と示談される場合 

  被害者から損害賠償の請求を受け，その全部または一部を承認する場合は，必ず弊社
の承認を得てください。弊社が承認しないうちに被保険者（お客様）ご自身で被害者と
示談をされた場合には，保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。 
 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合，または提起された場合 

  必ず弊社にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保険金の一部または全部を
お支払いできないことがあります。 （一般条項第14条，第15条） 

３．警察署への事故届けを忘れずに 
 自動車事故による保険金の請求にあたっては，原則として自動車安全運転センターの発
行する交通事故証明書（人身事故の場合は必ず人身事故扱いの交通事故証明書）を提出し
ていただくことになります。お客様に代わって交通事故証明書の取付を行う「交通事故証
明書取付サービス」がございますので，弊社損害サービス課・センターにお問い合わせく
ださい。（連絡先については50ページをご覧ください。） 
 なお，この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届け出がありませんと発行されま
せんので，事故が起こった場合には警察署への届け出を行ってください。 

４．被害者には誠意をもって 
 対人事故（歩行者や他の自動車に乗車している人等を死傷させた場合）または対物事故
（他の自動車，家屋や電柱等他人の財物に損害を与えた場合）が発生した場合には，被害
者に対するお見舞，おわび，死亡事故の場合の葬儀参列等，できるかぎり被害者に対して
誠意をつくすことが，円満な解決に何よりも必要です。 

５．自賠責保険との一括払い 
 対人事故の保険金をお支払いできる場合で，被保険者が対人賠償保険金と自賠責保険金
（すでに支払われた保険金を除きます。）とを同時に請求された場合には，弊社はこれらを
一括してお支払いいたします。 
 この場合，自賠責保険が他の保険会社に契約されているときでも，弊社はその自賠責保
険金を立替えて一括払を行います。 

６．保険金の内払い 
 対人事故の保険金をお支払いできる場合には，示談成立前でも被保険者が負担すべき被
害者の治療費，看護料および休業損害（自賠責保険で支払い済みの額を除きます。）につい
て，必要書類が整いしだい，内払金をお支払いできます。また人身傷害事故の場合も保険
金の内払い制度がございます。 

 
〔ご注意〕 
 保険金や損害賠償額の請求については一定期間の時効が設けられておりますのでご
注意ください。 

 
 賠償事故の解決のために弊社が行う手続きおよび援助  
 対人事故・対物事故・日常生活賠償事故が起きたときには事故の解決までお手伝いいた
します。（示談交渉サービス） 
 被保険者が被害者から損害賠償の請求を受けたときは，弊社は，被保険者のお申し出が
あり，かつ，被害者のご同意が得られれば，被保険者のために被害者との示談交渉を弊社
の費用によりお引受けします。この場合，弊社の選任した弁護士が被害者との交渉にあた
ることがあります（対物事故の場合には，日本損害保険協会に登録されている物損事故調
査員が弁護士の指示に従って事故処理の補助にあたることがあります。）。 

（賠償責任条項第８条） 
（賠償事故解決に関する特約（日常生活賠償責任補償特約用）第３条） 

 
〔ご注意〕 
 次の場合には,弊社は被害者と示談交渉することができません。 
① 保険金をお支払いすることのできない事故（対人・対物賠償・日常生活賠償） 
② 損害賠償額が明らかに自賠責保険の支払額内でおさまる事故（対人賠償） 
③ 損害賠償額が明らかに保険金額(ご契約金額)を超える事故（対人・対物賠償） 
④ 損害賠償額が明らかに保険証券記載の免責金額内でおさまる事故（対物賠償） 
⑤ ご契約のお車に自賠責保険が付いていない場合（対人賠償） 
⑥ 被保険者が正当な理由なく弊社への協力を拒まれた場合（対人・対物賠償・日常生
活賠償） 

⑦ 弊社が示談交渉を行うことについての被害者の同意が得られない場合（対人・対物
賠償・日常生活賠償） 

 上記①～⑦を含め,被保険者ご自身が被害者と示談交渉される場合にも,弊社は交渉の 

円滑な進め方やその内容についてのご相談,示談書の作成についての援助など解決のた
めのお手伝いをします。なお,対人・対物事故の示談の斡旋については交通事故紛争処理
センターや日弁連交通事故相談センターをご利用いただくこともできます。 

 

 示談・訴訟の場合の費用の取扱い  
 ① 対人・対物事故の場合，お客様ご自身が被害者と示談交渉を行うために要した費用（交

通費等） 
 ② 対人・対物・日常生活賠償事故の場合，示談交渉がまとまらず調停に付されたり，裁

判に持ち込まれたときの訴訟費用 
  これらは，保険金とは別枠で弊社の承認した金額が支払われます。 
 

 被害者からの直接請求制度  
 対人・対物・日常生活賠償事故で保険金をお支払いできる場合は，被害者から弊社に直
接請求ができます。（被害者からの直接請求制度） 
 弊社が被保険者に保険金をお支払いできるときは，その金額の範囲内で被害者は損害賠
償額を直接弊社に請求できます。 
 被害者が，損害賠償額を直接弊社へ請求された場合には，弊社は被保険者の同意を得た
うえで，被害者との示談交渉によって被保険者の負担する損害賠償責任の額を確定すると
ともに，損害賠償額を被害者にお支払いいたします。 

（賠償責任条項第８条，第９条） 
（賠償事故解決に関する特約（日常生活賠償責任補償特約用）第４条） 

 
 保険金等のご請求先  
 保険金や損害賠償額のご請求は，弊社損害サービス課・センターにご連絡ください。（連
絡先については50ページをご覧ください。） 
 

 自動車事故のご相談または苦情の受付  
 自動車保険および自賠責保険の保険金のご請求について，ご不審な点またはご不満な点
がある場合には，弊社の全国営業・損害サービス網のほか，次のような各種の交通事故相
談機関が設置されており，無料でご相談等に応じておりますので，あわせてご利用くださ
い。なお，これらの設置場所および連絡先については，小冊子を用意いたしておりますの
で，弊社の全国営業・損害サービス網にお問い合わせください。 

１．自動車保険請求相談センター 
 日本損害保険協会が全国48か所に設置しており，自動車保険および自賠責保険の内容，
保険金請求手続き等について，ご説明，ご相談を行っています。 

２．そんがいほけん相談室 
 日本損害保険協会が全国11か所に設置しており，自動車保険および自賠責保険を含めて
損害保険全般について，ご説明，ご相談および苦情の受付を行っています。 
 また，上記のほか各都道府県の交通事故相談所，全日本交通安全協会の交通事故相談所
等があります。 

●自動車保険請求相談センター （2006年９月現在） 

名 称 所 在 地 電話番号 

札 幌 札幌市中央区北一条西７-１-２ 011(290)1881 

青 森 青森市堤町２-１-７ 017(722)1025 

盛 岡 盛岡市中央通り２-２-５ 019(651)4495 

秋 田 秋田市山王２-１-43 018(823)5922 

仙 台 仙台市青葉区一番町１-３-１ 022(223)9222 

山 形 山形市香澄町３-１-７ 023(633)0589 

福 島 福島市栄町10-21 024(521)1295 

新 潟 新潟市万代２-３-16 025(241)9515 

水 戸 水戸市三の丸１－４－73 029(226)1693 

宇都宮 宇都宮市大通り１-４-22 028(621)6463 

前 橋 前橋市表町２-９-９ 027(223)2316 

さいたま さいたま市中央区上落合１-12-16 048(854)9463 

千 葉 千葉市中央区弁天１-15-３ 043(284)7955 

甲 府 甲府市丸の内３-１-６ 055(228)8335 

松 本 松本市中央１-４-20 0263(35)7790 

東 京 千代田区神田淡路町２-７ 03(3255)1377 

立 川 立川市曙町２-35-２ 042(525)9216 

横 浜 横浜市西区北幸１-４-１ 045(323)6211 

静 岡 静岡市葵区呉服町１-１-２ 054(252)3334 

名古屋 名古屋市中区錦３-23-31 052(971)7161 

岐 阜 岐阜市橋本町２-20 058(252)7513 

四日市 四日市市諏訪栄町１-12 059(353)5946 

富 山 富山市桜橋通１-18 076(432)2294 

金 沢 金沢市高岡町２-37 076(232)0214 

福 井 福井市中央３-６-２ 0776(22)3282 

大 津 大津市中央３-１-８ 077(525)3954 

京 都 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町652 075(211)9601 

鳥 取 鳥取市今町１-103 0857(24)4233 

松 江 松江市御手船場町伊勢宮565-８ 0852(24)2165 

大 阪 大阪市中央区北浜２-６-26 06(6202)2640 

奈 良 奈良市大宮町６-２-19 0742(35)1751 

和歌山 和歌山市美園町３-32-１ 073(431)6290 

神 戸 神戸市中央区御幸通４－２－20 078(222)7220 

岡 山 岡山市幸町８-22 086(232)7020 

広 島 広島市中区紙屋町１-２-29 082(247)5003 

山 口 山口市泉都町７-11 083(925)0999 

高 松 高松市塩屋町10-１ 087(821)0389 

徳 島 徳島市八百屋町２-７ 088(622)5279 
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松 山 松山市三番町４-12-７ 089(945)2335 

高 知 高知市堺町２-26 088(825)0318 

福 岡 福岡市中央区大名２-４-30 092(713)7318 

佐 賀 佐賀市駅前中央１-４-８ 0952(29)8768 

長 崎 長崎市万才町３-５ 095(824)2571 

大 分 大分市都町１－１－23 097(536)5043 

熊 本 熊本市辛島町８-23 096(324)8740 

宮 崎 宮崎市広島１-18-13 0985(28)1199 

鹿児島 鹿児島市中央町12-２ 099(252)3466 

沖 縄 那覇市久米２-２-20 098(868)8950 

 
 中立の第三者機関による示談斡旋制度   
 弊社がお支払いする賠償保険金または損害賠償額について，万一にもご不満が生じたと
きには，中立でしかも独立した次の機関をご利用いただくことができます。 
１．財団法人日弁連交通事故相談センター 
 日弁連交通事故相談センターの相談所が次表の場所を含め全国144か所（各弁護士会内
等）に設置されており，専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で
行っています。 

２．財団法人交通事故紛争処理センター 
 この紛争処理センターでは，学識経験者および弁護士からなる審査委員が無料で，被
害者の正当な利益を守るため，公正な立場から和解の斡旋を行っています。 

上記の２つの機関の設置場所および連絡先は，次のとおりです。 

●財団法人 日弁連交通事故相談センター（示談の斡旋をしている主な相談所） 

（2006年８月現在） 

相談所名 所  在  地 電話番号 

本  部 千代田区霞が関１-１-３ 弁護士会館14階 03（3581）4724 

札  幌 札幌市中央区北１条西10丁目 札幌弁護士会館２階 011（251）7730 

岩  手 盛岡市大通１-２-１ サンビル２階 019（623）5005 

仙  台 仙台市青葉区一番町２-９-18 弁護士会館内 022（223）7811 

山  形 山形市七日町２-７-10 NANA-BEANS８階 023（635）3648 

水  戸 水戸市大町２-２-75 弁護士会館内 029（221）3501 

栃  木 宇都宮市小幡２-７-13 弁護士会館内 028（622）2008 

前  橋 前橋市大手町３－６－６ 027（234）9321 

埼  玉 
さいたま市浦和区高砂４－２－１ 浦和高砂パークハウス１階 
埼玉弁護士会 法律相談センター内 

048（710）5666 

千  葉 千葉市中央区中央４－13－12 043（227）8530 

東  京 千代田区霞が関１-１-３ 弁護士会館３階 03（3581）1782 

横  浜 横浜市中区日本大通り９ 045（211）7700 

山  梨 甲府市中央１-８-７ 055（235）7202 

新  潟 新潟市学校町通一番町１ 025（222）3765 

岐  阜 岐阜市端詰町22 058（265）0020 

名 古 屋 
[相談]名古屋市中区栄４-１-１ 中日ビル３階 栄法律相談センター 
[示談斡旋]名古屋市中区三の丸１-４-２ 弁護士会館内 

052（252）0044 
052（221）7097 

三  重 津市中央３-23 059（228）2232 

京  都 京都市中京区富小路通丸太町下ル 075（231）2378 

大  阪 大阪市北区西天満１-12-５ 06（6364）8289 

神  戸 神戸市中央区橘通１-４-３ 078（341）1717 

奈  良 奈良市登大路町５ 0742（22）2035 

岡  山 岡山市南方１－８－29 086（223）4401 

広  島 広島市中区基町６-27 広島そごう新館６階紙屋町法律相談センター内 082（225）1600 

高  松 高松市丸の内２-22 087（822）3693 

愛  媛 松山市三番町４－８－８ 089（941）6279 

高  知 高知市越前町１-５-７ 088（822）4867 

福  岡 福岡市中央区渡辺通５-14-12 南天神ビル５階 092（741）3208 

北 九 州 北九州市小倉北区金田１-４-２ 北九州法律相談センター内 093（561）0360 

佐  賀 佐賀市中の小路４－16 0952（24）3411 

熊  本 熊本市京町１－13－11 096（325）0009 

那  覇 那覇市楚辺１-５-17 プロフェスビル那覇203号室 098（835）4343 
 
●財団法人 交通事故紛争処理センター （2006年８月現在） 

名  称 所  在  地 電話番号 

東京本部 新宿区西新宿２-６-１ 新宿住友ビル44階 03（3346）1756 

札幌支部 札幌市中央区北１条西10丁目 札幌弁護士会館４階 011（281）3241 

仙台支部 仙台市青葉区中央２-２-１ 仙台三菱ビル４階 022（263）7231 

名古屋支部 名古屋市中村区名駅南２-14-19 住友生命名古屋ビル24階 052（581）9491 

大阪支部 大阪市中央区北浜２-５-23 小寺プラザビル４階南側 06（6227）0277 

広島支部 広島市中区立町１－20 広島長和ビル５階 082（249）5421 

高松支部 高松市丸の内２-22 香川県弁護士会館３階 087（822）5005 

福岡支部 福岡市中央区天神１-９-17 ダヴィンチ福岡天神10階 092（721）0881 

さいたま相談室 さいたま市大宮区吉敷町１-75-１ 太陽生命大宮吉敷町ビル２階 048（650）5271 

金沢相談室 金沢市本町２-11-７ 金沢フコク生命駅前ビル12階 076（234）6650 

 

 Ⅶ．事故受付サービス  

東京海上日動のサービス体制なら安心です 

― 24時間365日のサポート体制 ― 
 

 
 

 
事故のご連絡並びに故障のご相談をフリーダイヤルで承ります。 
いざというとき、全国どこからでも、ご利用頂けます。 
※携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。 
 
○事故の受付、ご相談 
○お車の故障に関するご相談、レッカー手配 
 
 ・受付時間：24時間365日 

 ・受  付：フリーダイヤル   0120-119-110  
               “事故は119番－110番” 
 

ご連絡をいただく場合は必ず証券番号またはお車の登録番
号をご通知ください。 

 
 

 

 

東京海上日動安心110番 
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 Ⅷ．弊社損害サービス網  

万一のときお役に立ちます。 
・
日

・
本

・
全

・
国
・
に

・
広

・
が
・
る東京海上日動の損害サービス網 

 
■北海道  
札幌損害サービス第１課 (011)271-4831 
小樽損害サービスセンター (0134)32-3310 
苫小牧損害サービスセンター (0144)33-9245 
室蘭損害サービスセンター (0143)24-1868 
函 館 損 害 サ ー ビ ス 課 (0138)45-4533 
旭 川 損 害 サ ー ビ ス 課 (0166)23-0260 
滝川損害サービスセンター (0125)22-1611 
北 見 損 害 サ ー ビ ス 課 (0157)24-8584 
帯 広 損 害 サ ー ビ ス 課 (0155)22-5211 
釧 路 損 害 サ ー ビ ス 課 (0154)25-5390 
■東北  
仙台損害サービス第１課 (022)225-6313 
石巻損害サービスセンター (0225)93-7515 
青 森 損 害 サ ー ビ ス 課 (017)775-2425 
弘前損害サービスセンター (0172)34-5100 
八 戸 損 害 サ ー ビ ス 課 (0178)45-9021 
盛 岡 損 害 サ ー ビ ス 課 (019)654-8115 
釜石損害サービスセンター (0193)22-5830 
北上損害サービスセンター (0197)65-2888 
秋 田 損 害 サ ー ビ ス 課 (018)832-4980 
山 形 損 害 サ ー ビ ス 課 (023)632-3911 
米沢損害サービスセンター (0238)21-3166 
庄内損害サービスセンター (0235)24-6373 
郡 山 損 害 サ ー ビ ス 課 (024)934-7880 
福島損害サービスセンター (024)523-1166 
会津損害サービスセンター (0242)22-8237 
い わき 損 害 サ ー ビス 課 (0246)23-1318 
■関東(東京都を除く)  
千葉損害サービス第１課 (043)299-5312 
茂原損害サービスセンター (0475)24-5356 
木更津損害サービスセンター (0438)23-3441 
船 橋 損 害 サ ー ビ ス 課 (047)411-1140 
柏 損 害 サ ー ビ ス 課 (04)7166-8560 
成 田 損 害 サ ー ビ ス 課 (0476)24-3003 
水 戸 損 害 サ ー ビ ス 課 (029)233-9210 
つ くば 損 害 サ ー ビス 課 (029)858-8655 
土 浦 損 害 サ ー ビ ス 課 (029)823-6491 
鹿島損害サービスセンター (0299)92-7675 
横浜損害サービス第２課 (045)224-3514 
横浜ベイサイド損害サービス第１課 (045)224-6773 
川 崎 損 害 サ ー ビ ス 課 (044)246-9822 
藤 沢 損 害 サ ー ビ ス 課 (0466)27-3611 
町 田 損 害 サ ー ビ ス 課 (042)725-2171 
厚 木 損 害 サ ー ビ ス 課 (046)229-0482 
平 塚 損 害 サ ー ビ ス 課 (0463)22-2877 
さいたま損害サービス第１課 (048)650-8337 
所 沢 損 害 サ ー ビ ス 課 (04)2923-9832 
川越損害サービスセンター (049)247-5152 
熊 谷 損 害 サ ー ビ ス 課 (048)523-4691 
越 谷 損 害 サ ー ビ ス 課 (048)987-2317 
前橋損害サービス第１課 (027)235-7715 
高崎損害サービスセンター (027)322-5418 
太 田 損 害 サ ー ビ ス 課 (0276)46-8625 
宇都宮損害サービス第１課 (028)633-6291 
小山損害サービスセンター (0285)22-1411 
■東京都  
本店損害サービス部 (03)3212-6211(大代表)
丸 の内 損 害 サ ー ビス 課 (03)3215-5631 
新 宿 損 害 サ ー ビ ス 課 (03)3375-8120 
池 袋 損 害 サ ー ビ ス 課 (03)5985-0741 
渋 谷 損 害 サ ー ビ ス 課 (03)3476-8251 

東 東京 損 害 サ ー ビス 課 (03)5608-6801 
千 住 損 害 サ ー ビ ス 課 (03)3888-7665 
立 川 損 害 サ ー ビ ス 課 (042)523-3240 
八王子損害サービスセンター (042)646-7705 
■甲信越  
山 梨 損 害 サ ー ビ ス 課 (055)237-6271 
新 潟 損 害 サ ー ビ ス 課 (025)241-9511 
長 岡 損 害 サ ー ビ ス 課 (0258)36-9080 
上越損害サービスセンター (025)524-7722 
長 野 損 害 サ ー ビ ス 課 (026)224-0417 
東信損害サービスセンター (0268)24-2387 
松 本 損 害 サ ー ビ ス 課 (0263)36-1770 
諏訪損害サービスセンター (0266)52-1255 
飯田損害サービスセンター (0265)24-2371 
■北陸  
富 山 損 害 サ ー ビ ス 課 (076)433-1513 
高 岡 損 害 サ ー ビ ス 課 (0766)21-3425 
金沢損害サービス第１課 (076)233-6613 
福 井 損 害 サ ー ビ ス 課 (0776)25-5541 
■東海  
静岡損害サービス第１課 (054)254-0217 
沼 津 損 害 サ ー ビ ス 課 (055)951-2110 
富士損害サービスセンター (0545)51-4195 
浜松損害サービス第１課 (053)454-6781 
名古屋損害サービス第１部 
損 害 サ ー ビ ス 第 １ 課 

(052)201-1951 

名古屋損害サービス第２部 
損 害 サ ー ビ ス 第 １ 課 

(052)201-1931 

豊 橋 損 害 サ ー ビ ス 課 (0532)32-8225 
岡 崎 損 害 サ ー ビ ス 課 (0564)23-8661 
豊田損害サービスセンター (0565)29-8811 
東海損害サービス第１部 
損 害 サ ー ビ ス 第 １ 課 

(052)201-9830 

一宮損害サービスセンター (0586)24-5621 
春 日井 損 害 サ ー ビス 課 (0568)84-6753 
美濃加茂損害サービスセンター (0574)25-3279 
岐阜損害サービス第２課 (058)264-4308 
大垣損害サービスセンター (0584)75-5881 
名古屋中央損害サービス課 (052)201-9870 
金 山 損 害 サ ー ビ ス 課 (052)322-3405 
四日市損害サービス第１課 (059)354-8640 
鈴鹿損害サービスセンター (059)378-7275 
津 損 害 サ ー ビ ス 課 (059)224-0231 
松阪損害サービスセンター (0598)51-2433 
■近畿  
関西損害サービス第１部 
損 害 サ ー ビ ス 第 １ 課 

(06)6910-5147 

関西損害サービス第２部 
損 害 サ ー ビ ス 第 １ 課 

(06)6203-2319 

堺 損 害 サ ー ビ ス 課 (072)221-4206 
奈 良 損 害 サ ー ビ ス 課 (0742)35-8506 
橿原損害サービスセンター (0744)22-4943 
和 歌山 損 害 サ ー ビス 課 (073)431-5286 
田辺損害サービスセンター (0739)24-6443 
大阪自動車損害サービス部 
損 害 サ ー ビ ス 第 ３ 課 

(06)6910-5248 

京都損害サービス第１課 (075)241-1167 
北 近畿 損 害 サ ー ビス 課 (0773)23-6335 
滋 賀 損 害 サ ー ビ ス 課 (077)522-1444 
近江八幡損害サービスセンター (0748)33-6464 
彦根損害サービスセンター (0749)24-1815 
神戸損害サービス第１課 (078)333-7122 
阪 神 損 害 サ ー ビ ス 課 (0798)33-4482 
明 石 損 害 サ ー ビ ス 課 (078)918-7020 
姫路損害サービス第１課 (079)282-5381 
■中国  
広島損害サービス第１課 (082)247-2615 

福 山 損 害 サ ー ビ ス 課 (084)923-4581 
岡山損害サービス第１課 (086)227-2371 
倉 敷 損 害 サ ー ビ ス 課 (086)425-9305 
山 陰 損 害 サ ー ビ ス 課 (0852)25-2255 
米子損害サービスセンター (0859)32-0011 
鳥取損害サービスセンター (0857)27-5511 
徳 山 損 害 サ ー ビ ス 課 (0834)31-0021 
山 口 損 害 サ ー ビ ス 課 (083)974-1800 
下関損害サービスセンター (0832)32-5842 
■四国  
高松損害サービス第２課 (087)822-7155 
丸亀損害サービスセンター (0877)23-6306 
徳 島 損 害 サ ー ビ ス 課 (088)626-1215 
松 山 損 害 サ ー ビ ス 課 (089)915-0055 
今 治 損 害 サ ー ビ ス 課 (0898)23-0630 
新居浜損害サービスセンター (0897)33-0115 
高 知 損 害 サ ー ビ ス 課 (088)823-1850 
■九州  
福岡損害サービス第１課 (092)281-8141 
久 留米 損 害 サ ー ビス 課 (0942)35-1501 
北九州損害サービス第１課 (093)521-9661 
八幡損害サービスセンター (093)631-3337 
飯 塚 損 害 サ ー ビ ス 課 (0948)24-3990 
佐 賀 損 害 サ ー ビ ス 課 (0952)23-1311 
長 崎 損 害 サ ー ビ ス 課 (095)823-1005 
諫早損害サービスセンター (0957)23-5511 
佐世保損害サービスセンター (0956)22-2210 
沖 縄 損 害 サ ー ビ ス 課 (098)867-7727 
熊本損害サービス第１課 (096)372-6781 
八代損害サービスセンター (0965)34-3161 
大 分 損 害 サ ー ビ ス 課 (097)536-2011 
中津損害サービスセンター (0979)22-6133 
宮 崎 損 害 サ ー ビ ス 課 (0985)23-6201 
都城損害サービスセンター (0986)21-2385 
延岡損害サービスセンター (0982)21-0821 
鹿 児島 損 害 サ ー ビス 課 (099)225-2301 
 

（2006年８月現在） 
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 Ⅸ．お支払いする保険金についてのご説明  

トータルアシスト／トータルアシスト・ミニ（新・家庭用総合自動車保険）でお支払いの対象となる主な保険金は以下のとおりですので，ご案内申し上げます。保険金ご請求の際にはご
確認の程よろしくお願いいたします。なお，お客様の実際のご契約内容によってはお支払いの対象となる保険金の内容が変わることがありますので，詳細は弊社社員または取扱代理店・
扱者にお問い合わせください。 
 

ご契約内容 お支払いする保険金の種類 お支払いする条件 お支払いする保険金の概要 チェック欄 

【相手方への賠償】     
①対人賠償責任保険 ａ.対人賠償保険金 対人賠償責任保険をご契約の場合にお

支払いの対象となります。 
ご契約のお車の事故により，お車に乗車中の方や歩行者などを死傷させ，法律上
の損害賠償責任を負う場合に，自賠責保険等の補償額を超える部分に対し保険金
をお支払いします。 

□ 
 ｂ.対人臨時費用  対人賠償事故により，被害者が死亡または３日以上入院した場合は，臨時費用保

険金をお支払いします。 □ 
 ｃ.その他  損害防止軽減費用，求償権保全手続費用，緊急措置費用，示談交渉費用，協力義

務費用，争訟費用，判決による遅延損害金をお支払いできる場合があります。 □ 
②対物賠償責任保険 ａ.対物賠償保険金 対物賠償責任保険をご契約の場合にお

支払いの対象となります。 
ご契約のお車の事故により，相手のお車や他人の財物に損害を与え，法律上の損
害賠償責任を負う場合に，保険金をお支払いします。 □ 

 ｂ.その他  落下物取り片付け費用，損害防止軽減費用，求償権保全手続費用，緊急措置費用，
示談交渉費用，協力義務費用，争訟費用，判決による遅延損害金をお支払いでき
る場合があります。 

□ 
③他車運転危険補償
特約 

ｂ.対人賠償保険金・対物賠
償保険金・車両保険金等 

対人・対物賠償責任保険に自動付帯さ
れる他車運転危険補償特約によりお支
払いの対象となります。 

ご本人やご家族が借りたお車を運転中の事故により法律上の損害賠償責任を負う
場合等に，対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・自損事故傷害特約でお支払い
の対象となる保険金をお支払いします。また，車両保険をご契約の場合には，借
りたお車自体を損壊したことによる損害賠償責任についても，ご契約の車両保険
の条件で補償される事故であれば保険金をお支払いします。 

□ 

④対物超過修理費用
補償特約 

対物超過修理費用保険金 この特約をご契約の場合にお支払いの
対象となります。 

対物賠償保険金をお支払いする場合で相手自動車の修理費がその時価額を超過す
るときに，修理費と時価額の差額に過失割合を乗じた額を保険金としてお支払い
します。 

□ 
⑤日常生活賠償責任
補償特約 

日常生活賠償責任保険金 この特約をご契約の場合にお支払いの
対象となります。 

補償の対象となる方の日常生活における偶然な事故により，他人を死傷させたり，
他人の物を壊し，法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金をお支払いします。 □ 

 その他  損害防止軽減費用，求償権保全手続費用，緊急措置費用，協力義務費用，争訟費
用をお支払いできる場合があります。 □ 

【ご自身の補償】    

⑥人身傷害補償保険 ａ.人身傷害保険金 自動車事故を含む交通事故または建物火災により，補償の対象となる方が死傷さ
れた場合に，保険金をお支払いします。 □ 

 ｂ.人身傷害臨時費用 

人身傷害補償保険（この保険に自動付
帯される「人身傷害に関する交通事故
危険補償特約」を含みます。）をご契約
の場合にお支払いの対象となります。 人身傷害事故により，補償の対象となる方が死亡または３日以上入院した場合は，

臨時費用保険金をお支払いします。 □ 
 ｃ.その他  損害防止軽減費用，求償権保全手続費用をお支払いできる場合があります。 

□ 
⑦搭乗者傷害保険 ａ.死亡保険金 自動車事故により，ご契約のお車に乗車中の方が死亡された場合に，保険金をお

支払いします。 □ 
 ｂ.座席ベルト装着者特別

保険金 
シートベルトをご着用した方が死亡された場合に，死亡保険金に加えてお支払い
します。 □ 

 ｃ.後遺障害保険金 後遺障害が生じた場合に，その後遺障害に応じて保険金をお支払いします。 
□ 

 ｄ.重度後遺障害特別保険
金 
 

弊社が定める介護を要する重度の後遺障害が生じた場合に，後遺障害保険金に加
えて保険金をお支払いします。 □ 

 ｅ.重度後遺障害介護費用
保険金 

重度後遺障害特別保険金をお支払いする場合に，後遺障害保険金に加えて保険金
をお支払いします。 □ 

 ｆ.医療保険金【部位・症状
別払方式をご選択の場
合】 

通算５日以上の入通院をされた場合に，ケガの部位・症状等に応じて医療保険金
（治療給付金，入通院給付金，手術加算金，救命救急医療加算金）をお支払いし
ます。また，入・通院日数が４日以内の場合も治療給付金をお支払いします。 

□ 
 ｇ.医療保険金【日数払方式

をご選択の場合】 

搭乗者傷害保険をご契約の場合にお支
払いの対象となります。 
（事故の発生の日からその日を含めて
180日以内の死亡・後遺障害・入院・通
院がお支払いの対象です。） 

平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの
入・通院日数に応じて保険金をお支払いします。 □ 

⑧自損事故傷害特約 ａ.死亡保険金 
後遺障害保険金 
医療保険金 

補償の対象となる方が自損事故により①死亡された場合には，死亡保険金②後遺
障害が生じた場合には，その後遺障害に応じて後遺障害保険金③平常の生活また
は平常の業務に従事することができる程度になおった日までの入・通院日数に対
しては医療保険金をお支払いします。 

□ 

 ｂ.介護費用保険金 

対人賠償責任保険に自動付帯される自
損事故傷害特約により，お支払いの対
象となります。 
（人身傷害保険金が支払われない場合
に限ります。） 補償の対象となる方が自損事故により，弊社が定める介護を要する重度の後遺障

害が生じた場合にお支払いします。 □ 
⑨無保険車事故傷害
特約 

無保険車傷害保険金 対人賠償責任保険に自動付帯される無
保険車事故傷害特約により，お支払い
の対象となります。 
（人身傷害保険金が支払われない場合
に限ります。） 

相手車との事故により補償の対象となる方に後遺障害が生じた場合または死亡さ
れた場合で，相手方が不明または保険を十分につけていないために賠償を受けら
れないときに保険金をお支払いします。あわせて，損害防止軽減費用，求償権保
全手続費用をお支払いできる場合があります。 

□ 

⑩入院時選べるアシ
スト特約 
（正式名称：「人身
傷害諸費用補償特
約」） 

ａ.人身傷害諸費用保険金 この特約をご契約の場合にお支払いの
対象となります。 

人身傷害補償保険で補償されるケガで補償の対象となる方が３日以上入院した場
合に，補償メニューの中からホームヘルパーやベビーシッター派遣など，ご希望
のサービスを補償の対象となる方１名あたり以下の限度額の範囲内で提供または
その費用に対して保険金をお支払いします。 
限度額：入院３日目に10万円，以後入院日数が10日経過するごとに10万円ずつ加
算されます。ただし，180万円を上限とします。 

□ 
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ご契約内容 お支払いする保険金の種類 お支払いする条件 お支払いする保険金の概要 チェック欄 

【お車の補償】     
⑪車両保険 ａ.車両保険金 車両保険をご契約の場合にお支払いの

対象となります。 
偶然な事故により，ご契約のお車が損害を被った場合に，車両保険金をお支払い
します。 □ 

 ｂ.その他  損害防止軽減費用，求償権保全手続費用，運搬費用，盗難事故のときの車両引取
費用，共同海損の分担金をお支払いできる場合があります。 □ 

⑫事故時レンタカー
費用保険 

レンタカー費用保険金 事故時レンタカー費用保険をご契約の
場合にお支払いの対象となります。 

車両事故により，ご契約のお車が修理等で使用できなくなった場合に，レンタカ
ーを借り入れる費用に対して保険金をお支払いします。 □ 

⑬遠隔地事故諸費用
保険 

遠隔地事故諸費用保険金 遠隔地事故諸費用保険をご契約の場合
にお支払いの対象となります。 

車両事故により，ご契約のお車が走行不能となった場合に生じる陸送等費用，宿
泊費用，帰宅等費用をお支払いします。 □ 

⑭積載動産損害保険 積載動産損害保険金 積載動産損害保険をご契約の場合にお
支払いの対象となります。 

車両事故により，ご契約のお車の車内・トランク等に積載された個人所有の日用
品に生じた損害に対して積載動産損害保険金をお支払いします。 □ 

⑮キャンセル費用補
償保険 

キャンセル費用保険金 キャンセル費用補償保険をご契約の場
合にお支払いの対象となります。 

ご契約のお車の車両事故により，予約していたホテルやコンサートなど特定のサ
ービスをキャンセルしたために負担した費用に対してキャンセル費用保険金をお
支払いします。 

□ 
⑯盗難に関する代車
等費用補償特約 

代車等費用保険金 車両保険に自動付帯される「盗難に関
する代車等費用補償特約」によりお支
払いの対象となります。 

ご契約のお車が盗難にあった場合に，車両保険金が支払われるか盗難車両が発見
されてお手元に戻るまでの期間に応じ保険金をお支払いします。 □ 

⑰車両全損時諸費用
補償特約 

全損時諸費用保険金 この特約をご契約の場合にお支払いの
対象となります。 

ご契約のお車が全損となった場合に全損時諸費用保険金をお支払いします。 
□ 

⑱車両修理時諸費用
補償特約 

修理時諸費用保険金 この特約をご契約の場合にお支払いの
対象となります。 

ご契約のお車が全損以外の場合で損害額が50万円以上となった場合に修理時諸費
用保険金をお支払いします。 □ 

⑲代車等費用補償特
約（修理期間定額
払） 

代車等費用保険金 この特約をご契約の場合にお支払いの
対象となります。 

車両事故により，ご契約のお車が修理等で使用できなくなった場合に，代車を借
り入れる費用等を修理日数に応じてお支払いします。 □ 

⑳車両新価保険特約 車両保険金（新価払） この特約をご契約の場合にお支払いの
対象となります。 

新車で購入されたご契約のお車が事故により，以下の大きな損傷を受け，新車に
買い替えた場合等に，実際にかかる新車再購入費用等を協定新価保険金額を限度
にお支払いします。 
①修理費が新車購入時の価格の50％以上となるとき 
②修理費が車両保険のご契約金額以上となるとき 
③お車が修理できないとき 
なお，新車を購入し保険金を受け取った場合は再取得時諸費用保険金をお支払い
します。 

□ 

○21身の回り品補償特
約 

身の回り品保険金 この特約をご契約の場合にお支払いの
対象となります。 

ご契約のお車の車内・トランク等に積載された個人所有の日用品が，衝突，接触，
盗難，火災，台風，洪水，高潮などの偶然な事故で損害を被った場合に，保険金
をお支払いします。 

□ 

【その他の補償】    

○22法律相談費用補償
特約 

法律相談費用保険金 ご契約に自動付帯される法律相談費用
補償特約によりお支払いの対象となり
ます。 

自動車事故によりケガをしたり，物を壊されたりした場合の相手への損害賠償請
求に関する弁護士，司法書士等への法律相談費用に対して法律相談費用保険金を
お支払いします。 

□ 
○23弁護士費用等補償
特約 

弁護士費用保険金 この特約をご契約の場合にお支払いの
対象となります。 

自動車事故によりケガをしたり，物を壊されたりしたとき，相手との交渉を弁護
士に依頼した場合や事故の解決が訴訟等に及んだ場合に必要となる弁護士費用や
訴訟費用等に対して弁護士費用保険金をお支払いします。 

□ 
○24ファミリーバイク
特約 

対人賠償保険金・対物賠償
保険金・人身傷害保険金（ま
たは自損事故傷害特約の死
亡保険金）等 

この特約をご契約の場合にお支払いの
対象となります。 

原動機付自転車を運転中の事故等によりご本人またはそのご家族が負担する法律
上の損害賠償責任および原動機付自転車に乗車中に生じた人身傷害事故（または
自損事故）について対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・人身傷害補償保険（ま
たは自損事故傷害特約）でお支払いの対象となる保険金をお支払いします。 

□ 
 
（※）お支払いする保険金の額・お支払いする条件（免責金額や支払限度額等），その他詳しい内容は普通保険約款および特約条項をご覧ください。なお，ご不明な点については，弊社社

員または取扱代理店・扱者までお問い合わせください。 

 



この約款は再生紙を使用しています。�

保険に関するお問い合わせ、ご相談は�
保険の内容に関するお問い合わせ、ご相談は、カスタマーセンターで
オペレーターがお応えします。�

ハ ロ ー は � 1 0 0 番 �

0120-868-100

お問い合わせ先�

9:00～20:00（平日、土日祝とも）�

＊お客様のご契約によってはご対応できないものがあります。対象となるアシストについては、保険証券をご確認ください。�
＊各種アシストの詳細な内容につきましては、同封の「ドライバーズハンドブック」でご確認ください。�

「事故現場アシスト」�

万が一の自動車事故でも、お客様の最も不安な「事故発生から24
時間」をしっかりサポートします。�
●事故の際のアドバイス�
　事故の際には、お電話による事故現場アドバイスなどを専門スタッ
フがご提供します。�
●初期対応および対応結果のクイック・レスポンス�
　事故連絡の受付後に、スピーディーに整備工場・病院などへ連絡
を行い、その結果をご報告します。�

事故のご連絡は、�
取扱代理店・扱者または�

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

各種アシストでトータルにサポート！！�

「ロードアシスト」�

事故や故障など、突然のお車のトラブルでも大丈夫。お電話一本で
現場に駆けつけ、お客様をしっかりサポートします。�
●レッカー現場急行 ●燃料切れ時ガソリン配達�
●故障時緊急修理 ●おクルマ故障相談�

「メディカルアシスト」�

おからだの「もしも」のときに、24時間365日常駐の医師・看護師
がお電話で医療相談にお応えします。�
●緊急医療相談 ●医療機関案内�
●予約制専門医相談 ●転院・患者移送手配�

「入院時選べるアシスト」（特許出願中）�

「事故が起きてからお客様にお好みの補償を選んでいただく」という、
今までの保険の常識を覆す全く新しい仕組みです！�
●例えば家事従事者の入院時のホームヘルパー費用やベビーシッター
費用、子供の入院時の家庭教師費用、家族のお見舞いや退院後の
通院のタクシー費用等、充実のメニューをご用意。�

●ご希望のメニューを選んで専用のサポートデスクにお電話いただくことで、
その手配から費用のお支払いまで、原則全て東京海上日動が行います。�

「もらい事故アシスト」�

保険会社が示談交渉できない「もらい事故」でも大丈夫！�
●お客様に責任がなく保険会社が示談交渉できない「もらい事故」のと
きも、専門スタッフが、ご要望により弁護士と共にバックアップします。�

事故のご連絡は、�
取扱代理店・扱者または�

「事故防止アシスト」�

（トータルアシストにご加入のお客様が対象です（保険証券記載のパスワードが必要となります））�
保険のプロとして、事故･犯罪防止などのお役立ち情報をインターネッ
トでご提供し、お客様に安心をお届けします。�
●エリア別事故マップ�
●情報サイト「セイフティコンパス」�

24時間･365日対応！！�

24時間･365日対応！！�

24時間･365日対応！！�

（入院時選べるアシスト特約にご加入のお客様が対象です）�

（弁護士費用等補償特約にご加入のお客様が対象です）�（トータルアシスト･ミニにご加入のお客様については、車両保険をご契約の方が対象です）�

受付時間：9：00～21：00�
　　　　 （365日対応）�

事故の防止から�
　事故後のケアまで�

0120-119-110携帯･PHS OK

0120-119-110携帯･PHS OK

0120-708-110携帯･PHS OK

0120-078-380携帯･PHS OK

0120-119-110携帯･PHS OK

ご利用の際は�
必ず事前にこちらのフリー�
ダイヤルまでご連絡ください。�
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