
大切なお子さまを補償期間(保険期間)中､ 1日24時間補償します
ただし､ -部の補償は24時間禰俵ではありません｡

申込締切日 仍�9D隴Hｧﾈｾ�ﾏｸﾜ��Y�i?､ﾂ�l補償(JR険)期間 

E:E正正≡I 兌ﾙ�ﾃ#僖綛ﾈ�#�?｢以竰�平成29年4月8日(土)午前8時から 

平成29年3月31日(金) 剳ｽ成32年4月8日(水)午後4時まで 

画≡l 兌ﾙ�ﾃ#僖緝ﾈ�#y?｢�竰�平成29年4月30日(日)午前0時から 

平成29年4月24日(月) 剳ｽ成32年4月8日(水)午後4時まで 

*上記の申込締切日までに加入依掃書兼預金口座振替依頼苦にご記入　ご捺印の上.最寄りのポストにご投函ください｡

掛金(保険料)は､銀行･農協･ゆうちよ銀行等の日産から自動振替となりますので､現金は不要(別紙の加入
依頼書兼口座振替依頼書をご提出頂くだけでこ加入が出来ます｡ )
申込締切E]以降でも､申込可能ですが補償陳始日が遅れますので､極力お早めにお申込みください｡

制度に関するお問合せ先　有限会社寮森保険事務所　〒524･0004　滋賀県守山市笠原町869･27

TEL:0120･56･2574(通話料無料)受付時間　900-1700　土､EL祝臥年末年始を除く

補償概要および重要事項説明者(r契約織要j r注意喚起情報｣ ･ r意向確認J)には､ =契約にあたっての重要な事項が記載
きれていますので､事前に必ずご-読ください.掛こ､皆様にとって不利益な惰弱(r保険金をお支払いできない主な場合｣など)
が記載されている部分については､その内容をご確認ください｡なお､この保障制度に関する為問合せは､取扱代理店または引受

保険会社までご連絡ください｡また､申込締切日後のお申込方法は､取扱代理店までお闘い合せください｡

I rif≧可IlJI■F弓h3
･rlf-那-.芸;莞雲量謂冨葛岩

当制度は趨体契約のため､加入者証は最終加入者が確定後t加入依頼者の方宛にお届けしますd加入書証到着までは加入
依頼者のお客さま控(3枚日)が当契約の証となりますので.大切に保管してくださし1.なお､加入考証至帽似前でも補償開
始E]より補償は開始されています｡

麺聖空室拠.-　　　　　　　　　　　　　~~　　　　-I

お電話一本でスピ｢ディ一に保険金をお支払い

子どもが､ケガ菅したけど

保険量の謂求手書尭きって
面倒なのよね-d

そうだF r簡単支払特急便｣に

電話してみよう｡

ハイ. AIUの

｢甑生支払特急便｣です｡

ト　嘉還:,

ウワ一･日すごいわ-

コ回
EZEEZE) :墓誌謡蒜芸孟宗器慧空き墓誌濫蒜漂慧芸諾雲慧慧慧警あることo

●報告人がご両親のいずれかで､治療終了後のご報告であること｡

●事故Ejから3か用を超えたこ請求､また他年親を通じて4回巨以降のご諦矧才.相による手続となります｡

LE別ij'1尚I月～金曜日　9　00 -17･00 (i Ei･視El･*末年旭を除く)

■ヨ5-← iBE∃送付す胡B^考証にてど利J71方法と受付電話-をご案内します9
8003361 2016-10

●個人情報の取扱いについて

契約者であるEZl体は､加入依頼番に記戦された個人情報をこの保襖の引受保険会社に提供します｡また､制度の運営･管理のため､被保険者が

所属する学寸交などに提供する場合があります｡引受保険会社における個人情報の取扱いにつきましては､重要串項説明書にてご確認ください｡

次の場合,ただちに抑代理店または引受保険会社へご連絡くださし㌧
1補償期間(保険期間)中にこの保険の対象となる事故などにあわれた場合は.事故の削､う30巳以内にご連結くださし㌔その後の手続きに
ついてご案内します｡

2　後Ejお届けする加入書証の記載内容に変更がzBった場合(住所変更･転校　転髄など)は必ずご運緯くださし㌔住所変更のご連絡をいただ
けない場合.璽要なお知らせがお履けできなくなることがあります｡

3　転校　転医などにより団体の構成員(会員)でなくなった場合は､補償の継続ができなくなるため必ずこ連絡くださし㌔

+インターネットで保険の約款をご案内しています｡ (h叩〟ノV-jru COjP/5〔hkeiyaku)

●インターネットによる事故受付も行っております｡詳しくはA l U保険会社ホームペ-ジ窄ご覧くださし㌧ (h[tpj/www.auJ CO jp)

+こOuでンフL/ツトは保障制度(保険)の概要をご説明したものです｡詳細mましては取抜代理店また郎】受保険会社にお問い合せくださし㌦

●団体契約者　滋賀県公立高等学校PTA連合会

4以下の補償をご契約されているお客さまで.別の保険契約にてこれらと同線の補頃をセットされている喝合には　相磯が玉複する場合がありま

す｡補償が塁榎している場合　補償の対象となる事故について.どちらの傑倹契約からでも福償されますが　いずれか.一方の保険契約からは
保険金の一部または全部が支払われない場合が石ります.ご契約前に､補償内容の差異や保険金硬等をご確認のうえ､補償プランをご格討く
ださし㌧ 【個人脚任補償　携行品損害補償　等】

●引受保険会社の損害保険芳最人【ま保険痔的勺の締結の代理権を有しています｡

4次の畦蕪に継続的に従軍している生徒　学生の方で　ご加入を検討されている場合は､事前に取扱代理店まで必ずご連結くださし㌔

｢自動車運転者｣ ｢建設作業者｣ ｢農林漁業作業者｣ r探鉱　採石作業者｣ r木　竹　葦　つる製品製造作業割

事故の場合梯･･･

24鴨『の責付体}だから安心L _-I-

珍l翌蔓1 01 20･300-399 1Ⅱ正匝http://www.aiu,co.jp

スクールS故受付ダイヤル(24時間受付)　　　　　インターネットでも事故のご連絡を莞付致し手す

制度に関するお問合せ先

l取扱代甥店l

有限会社　妻森保険事務所
〒52410004　滋賀県守山市笠原町869-27

TEL 0 1 20-56-2574 (通話料無料)

受付蒔間　900-1700　土.Ej.祝Ej､年末年少台を除く

担当　重森塁

==二二T i書芸…

AIU損害保険株式会社学校契約センター

〒930-0856富山市牛島新町5-5タワー111

TEL O761443-8740

受付時間　900-1700　土､Ej､祝日､年末年始を除く



高校生総合保障制度

適用される割引率10%割引
プランによってセットこれている補償項目や探検金範が異なります｡ご加入プランを選ばれる際Eま､セットされている補償項Ejをプラン表で
こ確認くださいo

1 ■lEirltiFWtl巨斬打倒■11■■■lJ=?_4Elr一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　二

お子さまやそのご家族があや3=って他人にケガをさせたり､他人の物をこわしたりして､法律上の損音賠償賛任を負った場
合に補償します.
楽　授業および部活動などの学校管理下における活動中やスポーツをしている間は.法律上の損害潜儲琵任が生じないことが多く､補償の対

象とならないことがあります｡まT=自動車使用中(運転､ドアの開rl閉め等を含みj=す｡ )や/ Yイク運転中の事故は補償の対象と掛ノません｡

2 ■tThq7月1.11措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一■

授集中の事故交通事故.レンヤ-中の事故など､さまざまな事故によりお子さまがケガをした場合に補儲し3=す｡補償の対
象となる補償項目については､プラン表でご確認ください｡
※　急激･偶然外来の奉矧こよるケガ[=該当しない疲労骨折などは補償の対象になリ3=せん｡詳しくは｢用語のご説明｣でご確認ください｡

3 ■盲簡lJF.ilV肘.Wi盲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--一一　一一一･一一一.一一一一一一一-

お手さまが自転車に乗っている問にケカをした場合､または乗っていないときに走っている自転車と接触しケガをした場合

に補償が厚くなります.補償の対象となる補償項目については:.プラン表でご確認ください.

I ■巨車軸U.!1.W指　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---一･････････.･･･････.･･-

お手さまが犯罪行為またはひき逃lプ事故の被害者となり､死亡または所定の重度の後遺障害が生じた場合に補償します｡

5 ■1j iMlコ:店F苛J耶JT:輔宅脂tfZVT巨‡弧盲　　　　　　　　　　　　　　　- - - ････一･･一一一.

インタ-ンシップ･介護体繋涌動･教育実習保育実習団体管理下でのボランティア活動中に､お手さまが使用管理する目的で

憤りたり預かったりした物を､あやまって壊したり紛失したり盗まれたりして､法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します｡

6 LnLqtnWJ.IZX醐nm7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---二

地震もしくは噴火またはこれらによる津波によってケガなどをした場合に補償します｡補償の対象となる補償項目について
は､フラン表でご確認ください｡

7 ■統派Fm=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　一一一一一一一一･

お子さまが日射または熱射によって熱中症を発病した場合に補供します.補償の対象となる補償項目については､プラン表

でこ確認ください｡

8 ■1;:rdlPIbt:iZtRWi盲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--- ･･･.･･･.････････.･･_｡

お子さまが摂取したものにより細菌性食中毒またはウイJLJス性食中毒を発病した場合に補償します｡補償の対象となる補

償項目については､プラン表でご確認ください｡

9 tEE職芹享FHW-i馳!t;pコ3　　　　　　　　　　　　　　　　　---　----一二

お子さまが構慎期間中に法令で定める特定感染症(一一類-≡類感染症)を発病した場合に補償します.補偶の対象となる補

償項目については､プラン表でご確認ください｡

1 0 t=iijttltg dロITJ=:朝耶盲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- -一一-一一一一一一一1

学校の授業一塁下校中などに､お手さまが携行している身の回り品に､破損･盗難火災などの偶然な事故による損害が生じ
た場合､その損害額(修理費3=たは時価顔のいずれか低い金頗)を補償します｡
済　自転牢など一部補償対象外の物があり3=す｡ ｢時価額｣は｢用語のご説明｣でご曜認ください｡

I 1 ■扇講]和iチ一Ⅷ･!軸榊三≡l　　　　　　　　　　　　　　　　　--~~~--･一一¶

お子さまが補償期間中に病気を発病し､補償期間中または発病から1 80 E]以内に亡くなった場合に.実際に負担した葬崇

費用を補償します｡

増　補儲開始前に発病していた病気を原E9とするものについて【ま.補償の対象になりません｡

1 2 ⊆直転塾望立l.1陥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二二一:二二

扶養者の方がケガをし事故の日から1 80 E】以内に死亡または所定の重度後遺障害を負った場合に補償します0

■--~臥■_uT:～ r二11J LJ　■_Jl=｣｢-L

13
お子さまがスト-カー行為を受けることで危険不安などを覚え警察に警告･援助の申し出を行い受理された場合に､ストー

カー行為への対策費用を補償します｡

14　:.A.. ri1

お子さまが補l真期間中に病気を発病し治療を受けた場合に､次の保険金をお支払LIL,ます.
o疾病入院医療保険金1泊2Ej以上入院した場合にt入院Ej数に応じてお支払いします｡
●疾病手術医療保険金　所定の手術を受けた場合に､お支払いします｡
●疾病入院療薫一時金● 60日以上の継続入院が必要と医師に診断された場合に､お支払いします｡

※　補償陶始前の積書李(入学前の健康診断等)で指摘された病気など補償開始前に発病していた病気は捕虜の対象となりません.

こんな時にお役立ていただけますJ

ー下記麺〕はNP lプランの場合です｡

1 luE]rlt:閉脚はFjnL7　　　　　　　　l,iト

C=】_こ　　　　･　　　　! =･ 17･4631000円

6匹a即たポールbtfれ確率即事のフロンはラスを的てしま｡た. [車重垂〕働

呈芸琵慧≡喜≡悪さニーふ.帽帆h ㊧竺_-_些担

旦諾聖.1弧　画聖-1ユ旦些男

4㌢一千こ　　　. ･ 5.000.00.三
重享頭重歩行中.ひき逃げ事故に凱1両眼を失明Lh

監禁慧こわしてしわb画室〕 ___⊥些些｡
gLin慧監､ふ.帽恥画些_些些坦

乙Etdf斬寸rm7　　　　　　　　　　-Tr

垂;亘垂垂課外′言動中､熱中症で倒れ3日間入院し､退院後I E]退院した｡

ヨ細菌性食中毒補償　　　　}†謂

⊆≡!国事細菌性別コ毒になり､ 3日間入院し･退院後I El通院した｡

匝■■■■
堅塁準0-157に感染し･ 5日間入院し､退院後1日通院した｡

iE学校管理下動産補償　　　,++ ･-Jrも′

D体育の授業中にメガネを落としt i/ンズを割ってしまった｡

u･ L　-.-∴　ユ:-‥‥　1~二1_FL--

垂≡夏蚕垂病気で死亡したo

吐rif≡瑚三:EmE=　　　　　　　irJ.士~ _

田扶養者である父親力て･交通事故で死亡した｡

13　　　　一汁･､一･ここ｢二､　　~一一~

艦琵王lストーカー被害にあい､玄関に防犯カメラを設置した｡

画餅10,600円

画甜10,600円

@甜16,400円

@…=……賀娘四月

㊨ 1,000,000円

@　5,000,000円

画　150,000円

i王岳盃i虫垂炎が悪化腹膜炎を併発し､ 10日間入院し･手術を受けるq
@合計　58,000円



高校生総合保障制度の特長

適用される割引率:10%割引

補償期間中､ 1日24時間(学校の休みの日も)補償
の補償は24時間補償ではありませ

自転車事故を含めた

ケガによる入院･通院で5万円以下の

お子さまの扶養者の方が事故で万一の際に育英費用を補償

細菌性食中毒･ウイルス性食中毒･熱中症･特定感染症を補償

地震･噴火･津波によるケガも補償

加入者サービスのご案内

rJlJt=錘tt弓】;献柁　　　　　　　　　　　　　　　　　~-~~-

医師や経験豊かな看護師.臨床心理士などが､健康･医療･ストレスに関して電話でアドバイスします｡
医療機関に関する情報も提供します｡

>勲が38 5度もあります｡深夜でも診てもらえる病院が近くにありますか7

>昼間､公園で足富をひねってしまった｡硬になって腫れがひどくなってきたのですが
>火傷をしてしまった｡応急手当はどうしたらいいのですか?

EEE≡】 24時間年中無休

■槻■申
[三重申恵毒すここ人に話し･にくい病気]

[抑疑問二[食欲不I辰]

LEf′JIE■ t■クL - _　J JP+一■▲■ I lYJ■■JiiiiiiJ -_

告専門分野の総合相談医事がお子さまの病状億状のL一相談をお受けL,ます｡ Bl訂志発言"T.l基‰

.･_I .-･/
>病状･症状にあった専門医に相談したい.ー
>手術することになった机他に選択肢はないの?
>高度な治療が必要らしい｡どうしたらいいの7

(+ナィ-ペックt蜘ii血iEJIJ■TJ　　　　　-'■一一'一■`一～W〉P I-　　　J LLJ- )I ''

※ Ej常的に見られる病気および習度の外周で専門性を必要としなLl bのEまお受けできませんqまた､地域や内容によりご希望にJ'Dtえない場合があります｡

I(lLさ,0'温語と志漂禦崇霊慧監讐孟莞誓.ヒ監あにFB.,ます.既㌃孟慧冒?. 2呂冒rEl～7. BO,OEm<,

>理EE]もないのに突然不安で胸がドキドキする｡

lゆううっで気分がす<+れない｡
■1賓眠れない｡夜中や早矧こ眼が覚めてしまう｡

カウンセリング後､必要に応じて医
療機関をご案内します｡

#･封寸電話番号は後日送付する加入者証でご案内します.加入者EiEか届くまでは､ 03-3839- 1 687 (サーt:ス利用方法24時間テープ基内)にこ連結くださいD

預ご利用者の状況または相談内執こより相談の制限停止をさせていただく場合がかはす.
※各サーヒスともにご利用にあたって諸条件があります｡こ利用の際にはお電話でこ確認ください｡
充当サ-ビスは､補償期間(保険期間)中､AIU損審保険株式会社かティーペノク株式会社に委託してご提供します｡なお､予告なく変更中止される場合がありますo

プラン宅 剩ﾆﾆﾃｨ耳�ﾂ�NP2プランNP3プランNP4プ 

3年分の掛金ト碍払) 剴c�ﾃ���冷�33,000円 �#"ﾃS��冷�15,000円 

補償頓早 � 兢ｸﾊ��普.欝-. ��

①個人賠償責任補償 剴8壓冷�2億円 ��壓冷�5,000万円 

② 傷 害 ケ 召 捕 償 倩�e9]ｸﾊ��筵ﾒ��#���9iﾈ冷�196万円 �����繦iﾈ冷�99.6万円 

約8万円～201.3万円 �� ��

漕盟委!! �2,900円 �"ﾃS��冷�1;500円 ��ﾄ�#�冷�

諾嘉覧還'il望'.I 剴�@中10倍 �?ﾈ��(c��Gｲ�入院中10倍 �?ﾈ��(c��Gｲ�入院中以外5倍 �?ﾈ��(h決､�Gｲ� �?ﾈ��(h決､�Gｲ�

慧語野!! �1,900円 ��ﾃS��冷�1,000円 鉄��冷�

⑨ 青白 !i 請 ヱ慣 倩�e9]ｸﾊ���757.3万円 都S)iﾈ冷�737.7万円 田SR緤iﾈ冷�

約30万円～752万円 �� 

入院保険金 白板(180El限度) 澱ﾃ���冷�6,500円 迭ﾃS��冷�5,000円 

通院保険金 B坂(98日限度) 釘ﾃC��冷�4,000円 �2ﾃS��冷�3,000円 

④被害事故補償 剴S��iﾈ冷�500万円 鉄��iﾈ冷�500万円 

⑤研修 (1手放 (自己 � ����iﾈ冷�100万円 鉄�iﾈ冷�50万円 

★の項目が 補償対象となります ��ｨ,ﾈﾘ�mｨ*｢�★の項目が ��ｨ,ﾈﾘ�mｨ*｢�^(����ｸ,h,�.稲�+r�

⑦熱中症補償 剩�,ﾈﾘ�ｹ�*｢�^(����ｸ,h,�.�-ﾈ+r�■の項呂が 補償対象となります 著,ﾈﾘ�mｨ*｢�^(����ｸ,h,�.�-ﾈ+r�Iの項目が 補償対象となります 

●の項目が 補償対象となります ��ﾈ,ﾈﾘ�Uﾘ*｢�^(����ｸ,h,�.�-ﾈ+r�●の項目が 滴,ﾈﾘ�ｹ�*｢�^(����ｸ,h,Κ.�-ﾈ+r�

▲の項員が ��8,ﾈﾘ�mｨ*｢�^(����ｸ,h,�.�3ﾘ+r�補償されません 竸(�+8.｣豚+�/��

5万円 添iﾈ冷�補償されません 竸(�+8.ｨ-ﾈ+�/��

⑪撃諾富崇禁鳥,★ 剴���iﾈ冷�50万円 竸(�+8.ｨ-ﾈ+播ﾄ｢�補償されません 

⑱苧悪賢用補償★ 剴S��iﾈ冷�50万円 鉄�iﾈ冷�20万円 

50万円 兢�{ｨ+8.ｨ-ﾈ+�/��補償されません 竸(�+8.ｨ-ﾈ+�/��

⑯ 塗 ヌー の 捕 償 ���"ﾃ���冷�補償されません 竸3�H8+8.ｨ-ﾈ+�/��補償されません 

入院中10倍 入院中以外5倍 竸(�+8.ｨ-ﾈ+�/��補償されません 竸9�x+8.ｨ-ﾈ+�/��ｲ�

疾病入院療養一時金 �30万円 竸(�+8.ｨ-ﾈ+�/��補償されません 兢��+8.ｨ-ﾈ+�/��


