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傷害保険のお申込みは信用金庫へ

しんきんの傷害保険しんきんの傷害保険

標準傷害保険

キッズ プラン

共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関
である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結していま
す。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害
保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
（http://www.sonpo.or.jp/）

保険に関する苦情・ご相談は

指定紛争解決機関

ナビダイヤル
通話料有料

0120-719-112

0570-022-808
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター

その他お問い合わせについて
共栄火災への苦情・ご相談は、「共栄火災カスタマーセンター」にご連絡ください。ご契約内容の照会・商品説明などは、下記にご連絡ください。

受付時間：平日９：００～１８：００

もしも事故が起こったら
すみやかに取扱代理店または下記までご連絡ください。

受付時間：平日９:００～１８:００

受付時間：平日９:15～１7:００

標準傷害保険
について

4 お客さまに関する情報の取扱いについて
（1）お客さまに関する情報の利用目的について

この保険契約のお申込みまたは事故の発生等に際して、お客さまより
ご提供いただいた情報について、保険制度の健全な運営とお客さまに
対するサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲におい
て利用させていただきます。

NC140016（'17.07改）M
A1724500D0708-20170714（2017年7月作成）

詳しくは共栄火災海上保険株式会社のホームページ
（http://www.kyoeikasai.co.jp/）をご覧ください。

●このパンフレットは標準傷害保険・キッズプランの概要を説明したものです。ご不明な点につきましては、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
●標準傷害保険・キッズプランは、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
●この保険契約のお申込みの有無が、取扱金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。

〈取扱代理店〉〈引受保険会社〉

本社／〒105-8604 東京都港区新橋1-18-6
ホームページ　http://www.kyoeikasai.co.jp/

（2）お客さまに関する情報の第三者提供について
この保険契約のお申込みまたは事故の発生等に際して、お客さまより
ご提供いただいた情報について、保険制度の健全な運営のため、個人

●保険契約の引受、保険金の支払その他保険会社の保険契約の履
行および付帯サービスの提供

●保険事故の調査（医療機関・当事者等の関係先に対する照会等
を含みます。）

●共栄火災、共栄火災グループ会社・団体または提携先の保険商
品・金融商品・各種サービスの案内・提供

●左記（1）に定める利用目的の範囲内において、保険会社グループ
会社・団体または提携先企業等と共同利用する場合

●保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保
険金の請求等を防止するため、損害保険会社等の間において、
保険契約、保険事故、保険金請求または保険金支払等に関する
情報を交換する場合

●再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険取引
先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合

●質権設定・変更・抹消等の質権にかかわる事務・管理に必要な範
囲内の情報を質権者等に提供する場合（本項目は質権が設定さ
れている契約にのみ適用されます。）

●保険金の適正かつ迅速な支払を行うために必要な範囲内の情
報を医療機関・当事者等の関係先に提供する場合

●保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保
険金の請求等を防止するため、保険契約に関する情報を一般社
団法人 日本損害保険協会に登録のうえ、損害保険会社等の間
において共用する場合

0120-284-506

事故受付コールセンター24時間

0120-494-599

通話料無料

標準傷害保険・キッズプランそ の 他 ご 注 意

通話料無料

通話料無料

2017年10月以降保険始期用
2017年7月改

〈2〉事故が発生した場合は、保険金の請求書、ケガ・損害の程度を証明
する書類をご提出いただきます。また、必要に応じて、詳しい事故の
原因・発生状況、事故とケガ・損害との関係、保険契約の有効性等の
確認のために必要な書類をご提出いただくことがあります。具体的
な必要書類につきましては、保険金請求時にご案内いたします。

〈3〉保険金請求権については、時効（3年）がありますのでご注意ください。
〔賠償責任を補償する特約をご契約の場合〕
●損害賠償金の全部または一部を承認しようとされるときは、あらかじ

め共栄火災にご相談ください。あらかじめご相談いただけない場合に
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。

●賠償事故の解決のために共栄火災がお手伝いする内容
○日本国内における賠償事故（日本国外の裁判所に訴訟が提起され

た場合を除きます。）の場合、示談交渉の進め方やその内容に関す
るご相談、示談書作成の援助等、示談交渉のお手伝いをします。

○日本国内における賠償事故（日本国外の裁判所に訴訟が提起された
場合を除きます。）の場合、被保険者と被害者の同意があるときは、被
保険者のために示談交渉を行います。ただし、被保険者が正当な理由
なく共栄火災への協力を拒まれた場合には、示談交渉を行いません。

5 代理請求制度について
この保険では、被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求
できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請
求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情
を示す書類により保険会社に申請いただき、保険会社の承認を得ること
で、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および
加入している保険の概要（保険会社名、お支払いする保険金の種類な
ど）をお伝えいただきますようお願いいたします。

情報の保護に関する法律、その他の法令等に規定されている場合のほ
か、次の場合についても第三者に提供することがあります。



ケガに備える「標準傷害保険・キッズプラン」は、
大切なお子さまやお孫さんのために

もしもの時の安心をご提供します。 ２４時間、国内・国外を問わず、家庭内、授業中、通学途上、部活中、旅行中など、日常生活中に起きる
さまざまな偶然な事故によるケガを補償します。

「標準傷害保険・キッズプラン」は、お子さまの日常生活の中で
起こりやすいアクシデントからしっかりガードします！

●保険料は年齢・職業・性別を問わず一律です。
●ご契約の際の健康診断の受診や健康状態の告知は必要
ありません。
●保険料はご指定の口座から引き落としさせていただきま
すので、お申込み時に現金を用意することなくご契約い
ただけます。
●1年後のご継続は自動継続なので毎年のご契約手続きが
不要です。

1 2

手続き簡単！ サポート万全！
すみやかに取扱代理店もしくは下記までご連絡ください。

事故受付コールセンター

ご契約内容の照会・商品説明などは下記までご連絡ください。

24時間

平日9：00～18：00

保険期間の満了する日の内容で毎年自動的にご契約が継続されます。
保険料はご指定口座からの自動引き落としのため、更新手続きの手間はありません。

1 2 3

通話料無料

通話料無料

0120-494-599

0120-284-506

信 用 金 庫 を ご 利 用 の お 客 さ ま へ

集団扱契約で「解除予告兼コンビニ払込票」に
て保険料のお支払いがされた場合等、自動継続
できない場合もありますのでご注意ください。

ご契約内容を変更される場
合は、取扱代理店または共
栄火災にご連絡ください。

保険料を改定する場合は、改定された日以降に保険期間が開始する
継続契約から保険料が変更となる旨を保険契約者にご案内のうえ、
改定後保険料にて継続のお取扱いをさせていただきます。

さらに さらに

ご両親がお子さまのために
祖父母の方がお孫さんの　
ために※

もしも
事故が
起こったら・・・

その他
お問い合わせ
について

※総務省「平成28年の熱中症による救急搬送の状況」より

野球の練習をしていた中学生9人が「気分が悪
い」などと訴えて病院に搬送された。
平成22年8月16日・東京都江戸川区の野球場

グランドで運動会の練習をしていた3～6年生
35人が吐き気などを訴えて病院に搬送された。
平成28年9月14日・岐阜県瑞浪市の小学校

ハンドボール部の1年生がランニング後に倒れ、
病院に緊急搬送された。
平成27年8月16日・奈良県生駒市の中学校

体育祭に参加していた中学1～3年生18人が
めまいや手足のしびれを訴え、うち14人が病
院に搬送された。
平成29年6月16日・大阪府枚方市の中学校

平成28年5月～9月に全国で熱中症により救急搬送された18歳未満の
お子さまは7,030名です。※

自動継続について

・登校中、交通事故にあいケガをして
後遺障害が残った。

・通学中、駅で通り魔に
襲われケガをした。

・学校で食中毒が発生して入院した。

・自転車走行中に歩行者とぶつかり
ケガをさせてしまった。

・買い物中にお店の商品を
壊してしまった。

・他人の家の窓ガラスを
割ってしまった。

・運動会の最中に熱中症になり、入院した。

・友達と遊んでいるときにブランコ
から落ちてケガをして通院した。

・スポーツ中、足を複雑骨折して手術を受けた。

傷害死亡保険金 傷害後遺障害保険金 傷害入院保険金

傷害手術保険金 傷害通院保険金

ケガの補償

さらに安心！

基
本
補
償

オ
プ
シ
ョ
ン
補
償

「被保険者（保険の補償を受けられる方）」になれる方（お子さま）
最初にご契約いただく際の保険始期日時点で満18歳以下の方となります。なお、継続契約の保険始期日時点で、
満21歳まで自動継続が可能です。

被害事故補償保険金

日常生活上の賠償責任
ごめんなさいで済まされないときの補償

個人賠償責任保険金

熱中症の
補償も！

学校管理下の

食中毒の
補償も！

19歳以下のお子さまの
食中毒発生場所は
学校管理下が

また、19歳以下の
お子さまの患者数は、
全患者数の

熱 中 症 の 事 例

24時間、国内・国外
を問わず、さまざま
な事故によるケガ
を補償します。

いつでも！
どこでも！

お手頃な保険料設定
で、幅広い補償を提供
します。

ご加入しやすい！
長期の
入院・通院も！
ケガによる入院・通院は
１日目から補償します。
万一ケガによる入院・通
院が長引いても1,000
日まで補償します。

お子さまのために特に必要な補償を用意しました。

犯罪事故も補償！
日常生活において他人に
ケガをさせたり、他人の
財物を壊したりして、法律
上の損害賠償責任を負っ
た場合に補償します。
（示談交渉サービス付帯）

 他人に迷惑を
かけたときも補償！

ひき逃げ、通り魔、ス
トーカーなどによる
加害行為により死亡
されたり、ケガをされ
た場合に補償します。

オプション

充実！       
その1 充実！       

その2

25.3％です！

約20.3％です！

ご 契 約 例

※集団扱契約の場合は原則として同居されている場合に限ります。

※厚生労働省「平成２8年度食中毒統計資料」より

MILK
MILK

え
き

お
宝
銘
品

通
学
路

キッズプランで

自動継続停止のお申し出については、保険期間満了日の2か月前までに送付される「継続のご案内」に記載されている共栄
火災カスタマーセンター（金融機関コールセンター）へお電話いただくことによりお手続きが可能です。 ※通話料は無料です。

被保険者の方※が他にも「被害事故
補償保険金」や「個人賠償責任保険
金」をお支払いする保険契約等にご
加入されている場合、補償が重複し
ます。
補償が重複した場合、お客さまに以
下のようなデメリットが生じます。
①事故が生じたときには、それぞれ
の保険金額を合計した額まで補
償されますが、必要な補償額を超
えている可能性があります。
②ご契約に複数加入されていると、
まとめて加入いただく場合より
も、保険料の合計が高くなること
があります。
ご契約に際しては、他に加入されて
いる保険契約等の補償内容も併せ
てご確認ください。

「被害事故補償保険金」
「個人賠償責任保険金」

に関するご注意

※「被害事故補償保険金」はご本人、
「個人賠償責任保険金」はご本人
およびそのご家族の方が該当し
ます。

「個人賠償責任補償」への示談交渉サービス（示談代行）の自動付帯
本サービスは、被保険者（保険の補償を受けられる方）に代わって、保険会社が、解決に向けた
交渉を行うサービスとなります。なお、示談交渉サービスは国内の事故に限ります。

○示談交渉の進め方やその内容に関するご相談、示談書作成の援助等、示談交渉
のお手伝い

○解決に向けた示談交渉（示談代行）※
サービス
内　　容

※解決に向けた示談交渉は、被保
険者（保険の補償を受けられる
方）と被害者（相手方）の同意が
ある場合となります。 被保険者 相手方

共栄火災

（示談交渉サービス付帯）
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から落ちてケガをして通院した。

・スポーツ中、足を複雑骨折して手術を受けた。

傷害死亡保険金 傷害後遺障害保険金 傷害入院保険金

傷害手術保険金 傷害通院保険金

ケガの補償

さらに安心！

基
本
補
償

オ
プ
シ
ョ
ン
補
償

「被保険者（保険の補償を受けられる方）」になれる方（お子さま）
最初にご契約いただく際の保険始期日時点で満18歳以下の方となります。なお、継続契約の保険始期日時点で、
満21歳まで自動継続が可能です。

被害事故補償保険金

日常生活上の賠償責任
ごめんなさいで済まされないときの補償

個人賠償責任保険金

熱中症の
補償も！

学校管理下の

食中毒の
補償も！

19歳以下のお子さまの
食中毒発生場所は
学校管理下が

また、19歳以下の
お子さまの患者数は、
全患者数の

熱 中 症 の 事 例

24時間、国内・国外
を問わず、さまざま
な事故によるケガ
を補償します。

いつでも！
どこでも！

お手頃な保険料設定
で、幅広い補償を提供
します。

ご加入しやすい！
長期の
入院・通院も！
ケガによる入院・通院は
１日目から補償します。
万一ケガによる入院・通
院が長引いても1,000
日まで補償します。

お子さまのために特に必要な補償を用意しました。

犯罪事故も補償！
日常生活において他人に
ケガをさせたり、他人の
財物を壊したりして、法律
上の損害賠償責任を負っ
た場合に補償します。
（示談交渉サービス付帯）

 他人に迷惑を
かけたときも補償！

ひき逃げ、通り魔、ス
トーカーなどによる
加害行為により死亡
されたり、ケガをされ
た場合に補償します。

オプション

充実！       
その1 充実！       

その2

25.3％です！

約20.3％です！

ご 契 約 例

※集団扱契約の場合は原則として同居されている場合に限ります。

※厚生労働省「平成２8年度食中毒統計資料」より

MILK
MILK

え
き

お
宝
銘
品

通
学
路

キッズプランで

自動継続停止のお申し出については、保険期間満了日の2か月前までに送付される「継続のご案内」に記載されている共栄
火災カスタマーセンター（金融機関コールセンター）へお電話いただくことによりお手続きが可能です。 ※通話料は無料です。

被保険者の方※が他にも「被害事故
補償保険金」や「個人賠償責任保険
金」をお支払いする保険契約等にご
加入されている場合、補償が重複し
ます。
補償が重複した場合、お客さまに以
下のようなデメリットが生じます。
①事故が生じたときには、それぞれ
の保険金額を合計した額まで補
償されますが、必要な補償額を超
えている可能性があります。
②ご契約に複数加入されていると、
まとめて加入いただく場合より
も、保険料の合計が高くなること
があります。
ご契約に際しては、他に加入されて
いる保険契約等の補償内容も併せ
てご確認ください。

「被害事故補償保険金」
「個人賠償責任保険金」

に関するご注意

※「被害事故補償保険金」はご本人、
「個人賠償責任保険金」はご本人
およびそのご家族の方が該当し
ます。

「個人賠償責任補償」への示談交渉サービス（示談代行）の自動付帯
本サービスは、被保険者（保険の補償を受けられる方）に代わって、保険会社が、解決に向けた
交渉を行うサービスとなります。なお、示談交渉サービスは国内の事故に限ります。

○示談交渉の進め方やその内容に関するご相談、示談書作成の援助等、示談交渉
のお手伝い

○解決に向けた示談交渉（示談代行）※
サービス
内　　容

※解決に向けた示談交渉は、被保
険者（保険の補償を受けられる
方）と被害者（相手方）の同意が
ある場合となります。 被保険者 相手方

共栄火災

（示談交渉サービス付帯）



保険金
の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金（※1） 保険金をお支払いできない主な場合

個
人
賠
償
責
任
保
険
金（
賠
償
事
故
解
決
特
約
付
帯
）

次の偶 然な事 故によ
り、他人にケガをさせた
り、他人の物を壊して損
害を与えたことにより、
法律上の損害賠償責任
を負担することによっ
て損害を被った場合 
○被保険者（※2）（ご

本人）が居住する住
宅の所有、使用また
は管理に起因する偶
然な事故

○被保険者（※2）の日
常生活に起因する偶
然な事故

●保険契約者、被保険者（※2）の故意によ
る損害賠償責任 

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波
による損害賠償責任 

●戦争、内乱、暴動などによる損害賠償責
任（※6）

●職務遂行に直接起因する損害賠償責任
（被保険者（※2）がゴルフの競技または
指導をしていない場合、職務としてのゴ
ルフは補償対象となります。） 

●被保険者（※2）と同居する親族に対する
損害賠償責任 

●他人からの預かり物の損害に対する損害
賠償責任 

●心神喪失に起因する損害賠償責任 
●自動車等の所有、使用または管理に起因

する損害賠償責任
●被保険者（※2）（ご本人）が居住する住

宅以外の不動産の所有、使用または管理
に起因する損害賠償責任

など

保険金
の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金（※1） 保険金をお支払いできない主な場合

傷
害
死
亡

 

保
険
金

傷
害
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害

保
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金

傷
害
入
院
保
険
金
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害
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金
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被保険者（※2）が急激かつ偶然な外来
の事故（※3）によりケガ（※4）をされ、事
故の日からその日を含めて180日以内に
死亡された場合

被保険者（※2）が急激かつ偶然な外来
の事故（※3）によりケガ（※4）をされ、事
故の日からその日を含めて180日以内に
身体に所定の後遺障害が生じた場合

被保険者（※2）が急激かつ偶然な外来
の事故（※3）によりケガ（※4）をされ、
その治療のため、事故の日からその日を
含めて1,000日以内に病院または診療
所において手術（※5）を受けられた場合

被保険者（※2）が急激かつ偶然な外来
の事故（※3）によりケガ（※4）をされ、事
故の日からその日を含めて1,000日以内
に入院された場合

被保険者（※2）が急激かつ偶然な外来
の事故（※3）によりケガ（※4）をされ、事
故の日からその日を含めて1,000日以内
に通院された場合
なお、通院には往診を含みますが、治療
を伴わない薬剤、診断書、医療器具等の
受領のためのものは含みません。

傷害死亡保険金額の全額 
（注）すでに支払った傷害後遺障害保険金がある

場合は、傷害死亡保険金額からすでに支払っ
た金額を差し引いた額をお支払いします。

後遺障害の程度に応じて、 
傷害後遺障害保険金額の4%～100％ 
（注）保険期間（保険のご契約期間）を通じ傷害後

遺障害保険金額が限度となります。

以下の金額をお支払いします。
①入院中（注）に受けた手術の場合
　傷害入院保険金日額×10
②上記①以外の手術の場合
　傷害入院保険金日額×5
ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて
1,000日以内の手術1回に限ります。
（注）事故により被ったケガを直接の結果として入院

している間をいいます。

傷害入院保険金日額×入院日数
（注1）事故の日からその日を含めて1,000日を経

過した後の入院に対しては、入院保険金を
お支払いできません。 

（注2）傷害入院保険金が支払われる期間中に別の
事故によりケガをされても、傷害入院保険金
は重複してはお支払いできません。

傷害通院保険金日額×通院日数 
＜90日限度＞ 
（注1）傷害入院保険金が支払われる期間中の通院に

対しては、保険金をお支払いできません。
（注2）傷害通院保険金が支払われる期間中に別の

事故によりケガをされても、傷害通院保険金
は重複してはお支払いできません。

（注3）通院しない場合においても、骨折等のケガをさ
れた場合において、所定の部位（※8）を固定
するために被保険者（※2）以外の医師の指示
によりギプス等（※9）を常時装着したときは、
その日数について保険金をお支払いします。

●保険契約者、被保険者（※2）、保険金受
取人の故意または重大な過失によるケガ 

●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる
ケガ 

●自動車または原動機付自転車の無資格運
転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての
運転中に生じた事故によるケガ 

●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ 
●妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療

処置によるケガ 
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波
によるケガ

●戦争、内乱、暴動などによるケガ（※6）
●核燃料物質の有害な特性などによるケガ
●ピッケルなどの登山用具を使用する山岳

登はん、ロッククライミング、フリークライ
ミング、リュージュ、ボブスレー、航空機操
縦（ただし、職務として操縦する場合を除
きます。）、ハンググライダー搭乗などの
危険な運動中のケガ 

●自動車・オートバイ・モーターボート等によ
る競技等を行っている間のケガ 

●むちうち症、腰痛その他の症状を訴えて
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（※7）のないもの

●プロボクサー等の危険な職業に従事して
いる間に被ったケガ

など （※4）「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただ
し、細菌性食中毒やウイルス性食中毒は含みません。

（※5）対象となる手術は以下のとおりです。
■公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって手術料の
算定対象として列挙されている手術。ただし、創傷処理、抜歯などお支
払い対象外の手術があります。
■先進医療に該当する診療行為。ただし、診断、検査等を直接の目的とし
た診療行為などお支払いの対象外となるものがあります。

（※6）条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、
テロ行為によるケガまたは損害賠償責任は補償の対象となります。

（※7）医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査
等により認められる異常所見をいいます。

（※8）所定の部位とは、肩関節、ひざ関節等の上肢または下肢の3大関節部
分、肋骨、胸骨等の約款に記載の部位をいいます。

（※9）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネ等の硬性の固定具をいいます。

（※2）被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲は下表のとおりです。
なお、ご本人とご本人以外の方との続柄は、保険金支払の原因となった
事故発生時におけるものをいいます。

（※1）すでに存在していた身体の障害や病気（骨粗しょう症を含みます。）の影
響によりケガの程度が重大となった場合は、左記記載にかかわらず、その
影響がなかった場合に相当する保険金（保険金額、日数等に割合を乗じ
て算出します。）をお支払いします。

（※3）急激かつ偶然な外来の事故とは・・・下記3項目を全て満たす場合をいいます。

損害賠償金ならびに訴訟費用、損害の防止に要した費用および緊
急措置に要した費用等の合計額をお支払いします。 
（注1）損害賠償金は、1回の事故につき、個人賠償責任保険金額が

限度となります。 
（注2）損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、

あらかじめ保険会社にご相談ください。 
（注3）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任額の合計

額が損害額を超えるときは、次の①・②に掲げる額のいずれか
を保険金としてお支払いします。

（注4）訴訟費用等は損害賠償金が個人賠償責任保険金額を上回る
場合には個人賠償責任保険金額の損害賠償金に対する割合
によってお支払いします。

○急激性＝突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
○偶然性＝事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
○外来性＝身体の外部からの作用によるもの

＜上記3項目に該当しない例＞
日焼け、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折・骨

3 4

①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われて
いない場合

　○この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
　○次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約

の支払責任額を限度とします。

保険金
の額

損害
の額

他の保険契約等から支払われた
保険金または共済金の合計額＝ －

被保険者（※2）が人の生命または身体を
害する意図を持って行われた行為やひき
逃げにより死傷された場合

●被保険者（※2）の故意または重大な過失
●闘争行為や自殺･犯罪行為によるケガ
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
●核燃料物質の有毒な特性などによるケガ
●戦争、内乱、暴動などによる事故（※6）
●被保険者（※2）の親族による加害行為
●むちうち症､腰痛その他の症状を訴えてい
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（※7）のないもの

●被保険者（※2）に対する刑の執行　　　
など

標準傷害保険・キッズプラン補 償 の 概 要

契約概要のご説明
重要事項説明書1

1 商品の仕組みおよび引受条件等

（標準傷害保険）

※１信用金庫の「会員」とは、信用金庫に出資金をお支払いいただいた方（個
人会員・法人会員）をいいます。なお、集団扱契約としてご契約いただけ
る方は、個人会員、法人会員のほか、法人会員の代表者を含みます。

※２保険料の払込猶予期間の取扱いについては、後記「注意喚起情報の

※ご契約者以外にこの保険の補償を受けられる方がいらっしゃる場合には、
その方にもここに記載していることがらをお伝えください。

標準傷害保険・キッズプラン重 要 事 項 説 明 書

ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記
載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださ
るようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載し

ているものではありません。詳細については普通保険約款・特約をご参
照ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災
までお問い合わせください。

（1）ご契約形態について
この保険のご契約形態は、信用金庫の会員※1の方にご契約いただける

「集団扱契約」と、すべての方にご契約いただける「一般契約」とに分か
れており、いずれかのご契約形態で加入いただくことになります。集団
扱契約と一般契約とでは、保険料や払込猶予期間の取扱い等※2が異な
ります。お客さまのご契約形態については、保険契約申込書に記入され
たものとなりますので必ずご確認ください。なお、ご契約形態が集団扱
契約の場合は、「個人会員」、「法人会員」、「法人会員の代表者」の別も保
険契約申込書に記入していただきますので、併せてご確認ください。

所定の方法により算定した、被保険者（※2）また
はその父母、配偶者もしくは子が被る損害額（治
療費・逸失利益・精神的損害など）
（注1）1回の事故につき、被害事故補償保険金額

が限度となります。
（注2）賠償義務者から取得した損害賠償金、各種

法令等に基づく給付金または他の保険契約
等から支払われた保険金または共済金があ
る場合には、その合計額を損害額から差し引
きます。

（注3）上記（注2）のほか、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
ですでに取得したものがある場合には、そ
の取得した給付額または評価額を損害額か
ら差し引きます。

※“キッズプラン”は、「熱中症補償特約」および「食中毒補償特約」を付帯していますので、上記の各
傷害保険金の支払事由に加えて、次の場合も保険金をお支払いします。
①被保険者が偶然な外来による日射または熱射によって障害を被った場合
②学校管理下において、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または

摂取した結果生ずる細菌性食中毒またはウイルス性食中毒を被った場合

傷
害
保
険
金

次のページに続く▶

被保険者の範囲 ご本人＊1 配偶者 その他のご親族＊2
下記以外

個人賠償責任保険金＊3
○
○

－
○

－
○

＊1 保険証券記載の被保険者の方をいいます。
＊2 ご本人または配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子

さま」をいいます。「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことを
いいます。ご親族とは、ご本人または配偶者の6親等内の血族お
よび3親等内の姻族をいいます。

＊3 被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督
義務者等も被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の
事故に限ります。

（注）すでに存在していた身体の障害や病気（骨粗しょう症を含みます。）
の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかっ
た場合に相当する保険金（保険金額、日数等に割合を乗じて算出し
ます。）をお支払いします。（ケガの原因が病気のみに起因する場合
は保険金支払の対象とはなりません。）

この保険は次のような場合に保険金をお支払いします。
（2）商品の仕組み

※「急激かつ偶然な外来の事故」については 　　ページ『補償の
概要』の（※3）をご参照ください。
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●様々な急激かつ偶然な外来の事故※により、保険の補償を受け
られる方（以下「被保険者」といいます。）がケガをされたとき
●被保険者が犯罪事故やひき逃げにより死傷されたとき
●被保険者の日常生活における偶然な事故により他人にケガを
させたり他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負
担されたとき（オプション）

ご説明」の「5.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
※３代理店によっては、「集団扱契約」もしくは「一般契約」のいずれか一
方のみの取扱いとしている場合があります。

粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢
性疲労・筋肉痛（反復性の原因によるもの）、疾病などは「急激かつ偶然な外
来の事故によるケガ」に該当しないため、保険金支払の対象となりません。



保険金
の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金（※1） 保険金をお支払いできない主な場合

個
人
賠
償
責
任
保
険
金（
賠
償
事
故
解
決
特
約
付
帯
）

次の偶 然な事 故によ
り、他人にケガをさせた
り、他人の物を壊して損
害を与えたことにより、
法律上の損害賠償責任
を負担することによっ
て損害を被った場合 
○被保険者（※2）（ご

本人）が居住する住
宅の所有、使用また
は管理に起因する偶
然な事故

○被保険者（※2）の日
常生活に起因する偶
然な事故

●保険契約者、被保険者（※2）の故意によ
る損害賠償責任 

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波
による損害賠償責任 

●戦争、内乱、暴動などによる損害賠償責
任（※6）

●職務遂行に直接起因する損害賠償責任
（被保険者（※2）がゴルフの競技または
指導をしていない場合、職務としてのゴ
ルフは補償対象となります。） 

●被保険者（※2）と同居する親族に対する
損害賠償責任 

●他人からの預かり物の損害に対する損害
賠償責任 

●心神喪失に起因する損害賠償責任 
●自動車等の所有、使用または管理に起因

する損害賠償責任
●被保険者（※2）（ご本人）が居住する住

宅以外の不動産の所有、使用または管理
に起因する損害賠償責任

など

保険金
の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金（※1） 保険金をお支払いできない主な場合

傷
害
死
亡

 

保
険
金

傷
害
後
遺
障
害

保
険
金

傷
害
入
院
保
険
金

傷
害
手
術
保
険
金

傷
害
通
院
保
険
金

被
害
事
故
補
償
保
険
金

被保険者（※2）が急激かつ偶然な外来
の事故（※3）によりケガ（※4）をされ、事
故の日からその日を含めて180日以内に
死亡された場合

被保険者（※2）が急激かつ偶然な外来
の事故（※3）によりケガ（※4）をされ、事
故の日からその日を含めて180日以内に
身体に所定の後遺障害が生じた場合

被保険者（※2）が急激かつ偶然な外来
の事故（※3）によりケガ（※4）をされ、
その治療のため、事故の日からその日を
含めて1,000日以内に病院または診療
所において手術（※5）を受けられた場合

被保険者（※2）が急激かつ偶然な外来
の事故（※3）によりケガ（※4）をされ、事
故の日からその日を含めて1,000日以内
に入院された場合

被保険者（※2）が急激かつ偶然な外来
の事故（※3）によりケガ（※4）をされ、事
故の日からその日を含めて1,000日以内
に通院された場合
なお、通院には往診を含みますが、治療
を伴わない薬剤、診断書、医療器具等の
受領のためのものは含みません。

傷害死亡保険金額の全額 
（注）すでに支払った傷害後遺障害保険金がある

場合は、傷害死亡保険金額からすでに支払っ
た金額を差し引いた額をお支払いします。

後遺障害の程度に応じて、 
傷害後遺障害保険金額の4%～100％ 
（注）保険期間（保険のご契約期間）を通じ傷害後

遺障害保険金額が限度となります。

以下の金額をお支払いします。
①入院中（注）に受けた手術の場合
　傷害入院保険金日額×10
②上記①以外の手術の場合
　傷害入院保険金日額×5
ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて
1,000日以内の手術1回に限ります。
（注）事故により被ったケガを直接の結果として入院

している間をいいます。

傷害入院保険金日額×入院日数
（注1）事故の日からその日を含めて1,000日を経

過した後の入院に対しては、入院保険金を
お支払いできません。 

（注2）傷害入院保険金が支払われる期間中に別の
事故によりケガをされても、傷害入院保険金
は重複してはお支払いできません。

傷害通院保険金日額×通院日数 
＜90日限度＞ 
（注1）傷害入院保険金が支払われる期間中の通院に

対しては、保険金をお支払いできません。
（注2）傷害通院保険金が支払われる期間中に別の

事故によりケガをされても、傷害通院保険金
は重複してはお支払いできません。

（注3）通院しない場合においても、骨折等のケガをさ
れた場合において、所定の部位（※8）を固定
するために被保険者（※2）以外の医師の指示
によりギプス等（※9）を常時装着したときは、
その日数について保険金をお支払いします。

●保険契約者、被保険者（※2）、保険金受
取人の故意または重大な過失によるケガ 

●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる
ケガ 

●自動車または原動機付自転車の無資格運
転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての
運転中に生じた事故によるケガ 

●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ 
●妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療

処置によるケガ 
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波
によるケガ

●戦争、内乱、暴動などによるケガ（※6）
●核燃料物質の有害な特性などによるケガ
●ピッケルなどの登山用具を使用する山岳

登はん、ロッククライミング、フリークライ
ミング、リュージュ、ボブスレー、航空機操
縦（ただし、職務として操縦する場合を除
きます。）、ハンググライダー搭乗などの
危険な運動中のケガ 

●自動車・オートバイ・モーターボート等によ
る競技等を行っている間のケガ 

●むちうち症、腰痛その他の症状を訴えて
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（※7）のないもの

●プロボクサー等の危険な職業に従事して
いる間に被ったケガ

など （※4）「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただ
し、細菌性食中毒やウイルス性食中毒は含みません。

（※5）対象となる手術は以下のとおりです。
■公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって手術料の
算定対象として列挙されている手術。ただし、創傷処理、抜歯などお支
払い対象外の手術があります。
■先進医療に該当する診療行為。ただし、診断、検査等を直接の目的とし
た診療行為などお支払いの対象外となるものがあります。

（※6）条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、
テロ行為によるケガまたは損害賠償責任は補償の対象となります。

（※7）医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査
等により認められる異常所見をいいます。

（※8）所定の部位とは、肩関節、ひざ関節等の上肢または下肢の3大関節部
分、肋骨、胸骨等の約款に記載の部位をいいます。

（※9）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネ等の硬性の固定具をいいます。

（※2）被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲は下表のとおりです。
なお、ご本人とご本人以外の方との続柄は、保険金支払の原因となった
事故発生時におけるものをいいます。

（※1）すでに存在していた身体の障害や病気（骨粗しょう症を含みます。）の影
響によりケガの程度が重大となった場合は、左記記載にかかわらず、その
影響がなかった場合に相当する保険金（保険金額、日数等に割合を乗じ
て算出します。）をお支払いします。

（※3）急激かつ偶然な外来の事故とは・・・下記3項目を全て満たす場合をいいます。

損害賠償金ならびに訴訟費用、損害の防止に要した費用および緊
急措置に要した費用等の合計額をお支払いします。 
（注1）損害賠償金は、1回の事故につき、個人賠償責任保険金額が

限度となります。 
（注2）損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、

あらかじめ保険会社にご相談ください。 
（注3）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任額の合計

額が損害額を超えるときは、次の①・②に掲げる額のいずれか
を保険金としてお支払いします。

（注4）訴訟費用等は損害賠償金が個人賠償責任保険金額を上回る
場合には個人賠償責任保険金額の損害賠償金に対する割合
によってお支払いします。

○急激性＝突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
○偶然性＝事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
○外来性＝身体の外部からの作用によるもの

＜上記3項目に該当しない例＞
日焼け、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折・骨

3 4

①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われて
いない場合

　○この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
　○次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約

の支払責任額を限度とします。

保険金
の額

損害
の額

他の保険契約等から支払われた
保険金または共済金の合計額＝ －

被保険者（※2）が人の生命または身体を
害する意図を持って行われた行為やひき
逃げにより死傷された場合

●被保険者（※2）の故意または重大な過失
●闘争行為や自殺･犯罪行為によるケガ
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
●核燃料物質の有毒な特性などによるケガ
●戦争、内乱、暴動などによる事故（※6）
●被保険者（※2）の親族による加害行為
●むちうち症､腰痛その他の症状を訴えてい
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（※7）のないもの

●被保険者（※2）に対する刑の執行　　　
など

標準傷害保険・キッズプラン補 償 の 概 要

契約概要のご説明
重要事項説明書1

1 商品の仕組みおよび引受条件等

（標準傷害保険）

※１信用金庫の「会員」とは、信用金庫に出資金をお支払いいただいた方（個
人会員・法人会員）をいいます。なお、集団扱契約としてご契約いただけ
る方は、個人会員、法人会員のほか、法人会員の代表者を含みます。

※２保険料の払込猶予期間の取扱いについては、後記「注意喚起情報の

※ご契約者以外にこの保険の補償を受けられる方がいらっしゃる場合には、
その方にもここに記載していることがらをお伝えください。

標準傷害保険・キッズプラン重 要 事 項 説 明 書

ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記
載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださ
るようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載し

ているものではありません。詳細については普通保険約款・特約をご参
照ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災
までお問い合わせください。

（1）ご契約形態について
この保険のご契約形態は、信用金庫の会員※1の方にご契約いただける

「集団扱契約」と、すべての方にご契約いただける「一般契約」とに分か
れており、いずれかのご契約形態で加入いただくことになります。集団
扱契約と一般契約とでは、保険料や払込猶予期間の取扱い等※2が異な
ります。お客さまのご契約形態については、保険契約申込書に記入され
たものとなりますので必ずご確認ください。なお、ご契約形態が集団扱
契約の場合は、「個人会員」、「法人会員」、「法人会員の代表者」の別も保
険契約申込書に記入していただきますので、併せてご確認ください。

所定の方法により算定した、被保険者（※2）また
はその父母、配偶者もしくは子が被る損害額（治
療費・逸失利益・精神的損害など）
（注1）1回の事故につき、被害事故補償保険金額

が限度となります。
（注2）賠償義務者から取得した損害賠償金、各種

法令等に基づく給付金または他の保険契約
等から支払われた保険金または共済金があ
る場合には、その合計額を損害額から差し引
きます。

（注3）上記（注2）のほか、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
ですでに取得したものがある場合には、そ
の取得した給付額または評価額を損害額か
ら差し引きます。

※“キッズプラン”は、「熱中症補償特約」および「食中毒補償特約」を付帯していますので、上記の各
傷害保険金の支払事由に加えて、次の場合も保険金をお支払いします。
①被保険者が偶然な外来による日射または熱射によって障害を被った場合
②学校管理下において、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または

摂取した結果生ずる細菌性食中毒またはウイルス性食中毒を被った場合

傷
害
保
険
金

次のページに続く▶

被保険者の範囲 ご本人＊1 配偶者 その他のご親族＊2
下記以外

個人賠償責任保険金＊3
○
○

－
○

－
○

＊1 保険証券記載の被保険者の方をいいます。
＊2 ご本人または配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子

さま」をいいます。「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことを
いいます。ご親族とは、ご本人または配偶者の6親等内の血族お
よび3親等内の姻族をいいます。

＊3 被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督
義務者等も被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の
事故に限ります。

（注）すでに存在していた身体の障害や病気（骨粗しょう症を含みます。）
の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかっ
た場合に相当する保険金（保険金額、日数等に割合を乗じて算出し
ます。）をお支払いします。（ケガの原因が病気のみに起因する場合
は保険金支払の対象とはなりません。）

この保険は次のような場合に保険金をお支払いします。
（2）商品の仕組み

※「急激かつ偶然な外来の事故」については 　　ページ『補償の
概要』の（※3）をご参照ください。
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●様々な急激かつ偶然な外来の事故※により、保険の補償を受け
られる方（以下「被保険者」といいます。）がケガをされたとき

●被保険者が犯罪事故やひき逃げにより死傷されたとき
●被保険者の日常生活における偶然な事故により他人にケガを
させたり他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負
担されたとき（オプション）

ご説明」の「5.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
※３代理店によっては、「集団扱契約」もしくは「一般契約」のいずれか一
方のみの取扱いとしている場合があります。

粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢
性疲労・筋肉痛（反復性の原因によるもの）、疾病などは「急激かつ偶然な外
来の事故によるケガ」に該当しないため、保険金支払の対象となりません。



3 保険責任の開始日時
〈1〉保険責任は、新規のご契約については、保険期間の初日の午前０時

に開始し、保険期間の末日の午後４時に終了します。
〈2〉継続契約の保険責任は、保険期間の初日の午後４時に開始し、保険

期間の末日の午後４時に終了します。
〈3〉保険期間が始まった後であっても、所定の方法により保険料をお支

払いいただけない場合は、保険金をお支払いできない場合があり
ますのでご注意ください。

4 保険金をお支払いできない主な場合
　　ページ『補償の概要』の「保険金をお支払いできない主な場合」を
ご参照ください。

5 保険料の払込猶予期間等の取扱い
（1）保険料の払込猶予等について

ご契約形態が、一般契約か集団扱契約かにより取扱いが異なります。
お客さまのご契約形態については、保険契約申込書に記入されたもの
となりますので必ずご確認ください。
①一般契約の場合

ア.保険料は、保険始期日の翌月26日※（以下「第１回引落日」といいま
す。）にご指定の口座から引き落とします。

　　※金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
イ.第1回引落日に保険料の引き落としができなかった場合は、第1回

引落日の翌月26日※に、ご指定の口座から引き落とします。このと
きにも保険料の引き落としができなかった場合には、保険始期日
にさかのぼって保険は解除となり、保険金はお支払いできません。

　　※金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。

②集団扱契約の場合
ア.保険料は、保険始期日の翌月26日※（以下「第１回引落日」といいま

す。）にご指定の口座から引き落とします。
　※金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
イ.第1回引落日に保険料の引き落としができなかった場合は、払込

期日の翌月26日※（以下「第２回引落日」といいます。）に、ご指定の
口座から引き落とします。
　※金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
ウ.第２回引落日に保険料の引き落としができなかった場合には、後日共

栄火災より解除予告兼コンビニ払込票をお送りしますので、所定の期
日までに保険料をお支払いください。所定の期日までに保険料をお支
払いいただけない場合は、第２回引落日にさかのぼって保険は解除と
なります。ご契約が解除となった場合は、保険始期日以降のケガ・損
害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。

2 告知義務・通知義務等
（1）契約締結時における注意事項（保険契約申込書の記載上の注意事項）

①ご契約者には、保険契約の締結に際し、保険会社が重要な事項として告知
を求めた事項（以下「告知事項」といいます。）にご回答いただく義務（告知
義務）があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合に
は、ご契約を解除させていただくことがあります。また、この場合、すでに
発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。

　この保険では保険契約申込書に★印が付された次の項目が告知事
項となりますので、ご注意ください。

注意喚起情報のご説明

重要事項説明書2

1 クーリングオフ制度

（標準傷害保険）

※ご契約者以外にこの保険の補償を受けられる方がいらっしゃる場
合には、その方にもここに記載していることがらをお伝えください。

ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意
いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約さ
れる前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではあり

契約のお申込み後であっても契約のお申込みの撤回または解除（クー
リングオフ）を行うことができる制度がありますが、この保険の保険期
間（保険のご契約期間）は1年となるため、クーリングオフの対象とはな
りません。ご契約の際は、ご契約内容を十分にご確認ください。

①ご契約金額につきましては、保険料表の『ご契約タイプ』でご案内しております。
　また、実際にご契約いただくお客さまのご契約金額については、保険契約

申込書にてお選びいただいたものとなりますので必ずご確認ください。

＜保険契約の継続に関する特約＞
この保険は、保険契約の継続に関する特約により、保険期間の満了す
る日の属する月の前月10日までに、ご契約者または保険会社のいずれ
か一方より別段の意思表示がない場合には、保険期間の満了する日の
内容と同一の内容で毎年自動継続いたします。

5 6

3 4

（3）補償内容
①保険金をお支払いする場合

　　ページ『補償の概要』の「保険金をお支払いする場合」をご参照ください。
②保険金をお支払いできない主な場合

　　ページ『補償の概要』の「保険金をお支払いできない主な場合」
をご参照ください。

3 4

3 4

（4）セットされる主な特約およびその概要

（5）保険期間（保険のご契約期間）

（6）引受条件（ご契約金額等）

2 保険料
保険料は選択されるご契約タイプ、オプションの有無などにより決定されます。
詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。また、
実際にご契約いただくお客さまの保険料は保険契約申込書に記入され
たものとなりますので必ずご確認ください。

なお、下記アまたはイのいずれかに該当する場合、ご契約いただける
傷害死亡保険金額は、他にご契約いただいている同種の保険契約と
合算して1,000万円までとなりますのでご注意ください。

ア.被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
イ.被保険者の同意がない場合

3 保険料の払込方法
保険料の払込方法は、「一時払」となります。

4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

5 解約返れい金の有無
ご契約の解約（解除）を希望される場合は、取扱代理店または共栄火災
までご連絡ください。なお、解約（解除）に際しては、契約時の条件によ
りご加入の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解
約返れい金としてお支払いする場合があります。詳しくは取扱代理店
または共栄火災までお問い合わせください。

●保険の補償を受けられる方（以下「被保険者」といいます。）の
職業・職種
●被保険者の生年月日･満年齢
●他の保険契約

②傷害死亡保険金は原則として被保険者の法定相続人にお支払いします。この
契約に傷害死亡保険金受取人を指定する場合は必ず被保険者の同意を得て
ください。共栄火災で同意の確認ができない場合はご契約いただけません。
なお、同意のないままご契約をされた場合には保険契約は無効となります。

③この保険の被保険者は、保険期間の満了日において満22歳以下の
方に限ります。

①ご契約者の住所などを変更される場合には、取扱代理店または共栄
火災にご通知ください。ご通知いただかないと、重要なお知らせやご
案内ができないこととなります。

②ご契約者と異なる方を被保険者とする契約において、この保険契約
の被保険者となることについて同意をしていなかった場合など一定
の条件に該当するときは、その被保険者はご契約者に対してこの保
険契約を解除することを求めることができます。被保険者から解除
の請求があった場合には、ただちに取扱代理店または共栄火災にご
通知ください。

③傷害死亡保険金受取人を変更する場合は取扱代理店または共栄火
災にご通知ください。なお、傷害死亡保険金受取人の変更は法律上
有効な遺言によって行うこともできます。詳しくは取扱代理店または
共栄火災までお問い合わせください。

（2）契約締結後における留意事項

保険料をお支払いいただく前に事故が発生し保険金をご請求される場合
は、保険金をお支払いする前に保険料をお支払いいただくことがあります。

（2）保険料をお支払いいただく前の事故について

6 保険契約の無効・取消し・失効
〈1〉ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金

を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、ご契
約は無効となります。この場合は、保険料は返還しません。

〈2〉ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または
強迫によって保険契約が締結された場合は、ご契約の取消しをさ
せていただきます。この場合は、保険料は返還しません。

〈3〉ご契約後に被保険者が死亡された場合は、ご契約は失効となります。
この場合は、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。ただし、傷害死亡保険金をお支払いした場合には、その
部分にかかる保険料は返還しません。

7 重大事由による保険契約の解除
ご契約後に次の事由が生じた場合には、ご契約を解除することがあり
ます。また、その場合、保険金もお支払いできません。
①ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が保険会社に保

険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせたことまたは生じ
させようとしたこと

②保険金の請求に関し、被保険者または保険金を受け取るべき方に詐
欺行為があったことまたは詐欺行為を行おうとしたこと

③ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係
者、その他の反社会的勢力に該当すると認められること

④他の保険契約との重複によって、保険金額の合計額が著しく過大で
あって、保険制度の目的に反するおそれがあること

⑤上記①～④のほか、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、
保険契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせたこと

8 解約と解約返れい金
ご契約の解約（解除）を希望される場合は、取扱代理店または共栄火災
までご連絡ください。なお、解約（解除）に際しては、契約時の条件によ
りご加入の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解
約返れい金としてお支払いする場合があります。また、返還される保険
料があっても多くの場合払い込まれた保険料の合計額より少ない金額
となりますので、ご契約は是非継続されることをご検討ください。

9 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金および返れい金
の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険
契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として
80%（破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生し
た保険事故に係る保険金については100%）まで補償されます。

10 補償重複について

（※1）継続契約の保険期間開始日現在の満年齢が22歳以上となる場
合には自動継続のお取扱いはできません。

（※2）自動継続停止のお申し出については、保険期間満了日の2か月
前までに送付される「継続のご案内」に記載されている連絡先

（コールセンター）へお電話いただくことでお手続きが可能で
す。（通話料無料）

保険期間（保険のご契約期間）は1年間となります。

（注）「他の保険契約」とは、標準傷害保険・普通傷害保険・家族
傷害保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・
積立家族傷害保険などの、身体のケガを補償する損害保
険契約・生命保険契約・共済契約・特約をいいます。

被保険者の方※が他にも「被害事故補償保険金」や「個人賠償責任保険
金」をお支払いする保険契約等にご加入されている場合、補償が重複
します。
補償が重複した場合、お客さまに以下のようなデメリットが生じます。
①事故が生じたときには、それぞれの保険金額を合計した額まで補償

されますが、必要な補償額を超えている可能性があります。
②ご契約に複数加入されていると、まとめて加入いただく場合よりも、

保険料の合計が高くなることがあります。
ご契約に際しては、他に加入されている保険契約等の補償内容も併せ
てご確認ください。
※「被害事故補償保険金」はご本人、「個人賠償責任保険金」はご本人

およびそのご家族の方が該当します。

次のページに続く▶

②ご契約金額の設定（『ご契約タイプ』の選択）は被保険者の年齢など
に照らして適正な金額となるように設定してください。

ません。詳細については普通保険約款・特約をご参照ください。また、
ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わ
せください。

その他ご注意いただきたいこと

重要事項説明書3

1 代理店の役割
代理店は、保険契約の締結の代理権を有しており、保険会社との委託
契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、ご契約条件が変わった
場合のご通知の受領等の代理業務を行っております。したがいまして、
代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約については、保険会
社と直接契約されたものとなります。

※ご契約者以外にこの保険の補償を受けられる方がいらっしゃる場
合には、その方にもここに記載していることがらをお伝えください。

2 契約締結時にご注意いただきたいこと
〈1〉保険料はご指定口座から引き落としいたします。領収証の発行はい

たしませんので、通帳をご記帳いただきご確認ください。また、万一
ご契約手続きから１か月を経過しても保険証券が届かない場合は、
共栄火災にご照会ください。

〈2〉損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故
招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払
を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同
一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法
人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っており
ます。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不
明な点は共栄火災までご照会ください。なお、保険契約の締結後であっ
ても、他の保険契約と合算した被保険者の保険金額が共栄火災の引受
限度額を超えていることが判明した場合には、保険金額の減額等をお
願いさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

3 万一事故が発生した場合には
〈1〉事故が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または共栄火災

にご連絡ください。なお、ご連絡が遅れますと保険金を削減してお
支払いする場合がありますのでご注意ください。



3 保険責任の開始日時
〈1〉保険責任は、新規のご契約については、保険期間の初日の午前０時

に開始し、保険期間の末日の午後４時に終了します。
〈2〉継続契約の保険責任は、保険期間の初日の午後４時に開始し、保険

期間の末日の午後４時に終了します。
〈3〉保険期間が始まった後であっても、所定の方法により保険料をお支

払いいただけない場合は、保険金をお支払いできない場合があり
ますのでご注意ください。

4 保険金をお支払いできない主な場合
　　ページ『補償の概要』の「保険金をお支払いできない主な場合」を
ご参照ください。

5 保険料の払込猶予期間等の取扱い
（1）保険料の払込猶予等について

ご契約形態が、一般契約か集団扱契約かにより取扱いが異なります。
お客さまのご契約形態については、保険契約申込書に記入されたもの
となりますので必ずご確認ください。
①一般契約の場合

ア.保険料は、保険始期日の翌月26日※（以下「第１回引落日」といいま
す。）にご指定の口座から引き落とします。

　　※金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
イ.第1回引落日に保険料の引き落としができなかった場合は、第1回

引落日の翌月26日※に、ご指定の口座から引き落とします。このと
きにも保険料の引き落としができなかった場合には、保険始期日
にさかのぼって保険は解除となり、保険金はお支払いできません。

　　※金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。

②集団扱契約の場合
ア.保険料は、保険始期日の翌月26日※（以下「第１回引落日」といいま

す。）にご指定の口座から引き落とします。
　※金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
イ.第1回引落日に保険料の引き落としができなかった場合は、払込

期日の翌月26日※（以下「第２回引落日」といいます。）に、ご指定の
口座から引き落とします。
　※金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
ウ.第２回引落日に保険料の引き落としができなかった場合には、後日共

栄火災より解除予告兼コンビニ払込票をお送りしますので、所定の期
日までに保険料をお支払いください。所定の期日までに保険料をお支
払いいただけない場合は、第２回引落日にさかのぼって保険は解除と
なります。ご契約が解除となった場合は、保険始期日以降のケガ・損
害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。

2 告知義務・通知義務等
（1）契約締結時における注意事項（保険契約申込書の記載上の注意事項）

①ご契約者には、保険契約の締結に際し、保険会社が重要な事項として告知
を求めた事項（以下「告知事項」といいます。）にご回答いただく義務（告知
義務）があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合に
は、ご契約を解除させていただくことがあります。また、この場合、すでに
発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。

　この保険では保険契約申込書に★印が付された次の項目が告知事
項となりますので、ご注意ください。

注意喚起情報のご説明

重要事項説明書2

1 クーリングオフ制度

（標準傷害保険）

※ご契約者以外にこの保険の補償を受けられる方がいらっしゃる場
合には、その方にもここに記載していることがらをお伝えください。

ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意
いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約さ
れる前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではあり

契約のお申込み後であっても契約のお申込みの撤回または解除（クー
リングオフ）を行うことができる制度がありますが、この保険の保険期
間（保険のご契約期間）は1年となるため、クーリングオフの対象とはな
りません。ご契約の際は、ご契約内容を十分にご確認ください。

①ご契約金額につきましては、保険料表の『ご契約タイプ』でご案内しております。
　また、実際にご契約いただくお客さまのご契約金額については、保険契約

申込書にてお選びいただいたものとなりますので必ずご確認ください。

＜保険契約の継続に関する特約＞
この保険は、保険契約の継続に関する特約により、保険期間の満了す
る日の属する月の前月10日までに、ご契約者または保険会社のいずれ
か一方より別段の意思表示がない場合には、保険期間の満了する日の
内容と同一の内容で毎年自動継続いたします。

5 6

3 4

（3）補償内容
①保険金をお支払いする場合

　　ページ『補償の概要』の「保険金をお支払いする場合」をご参照ください。
②保険金をお支払いできない主な場合

　　ページ『補償の概要』の「保険金をお支払いできない主な場合」
をご参照ください。

3 4

3 4

（4）セットされる主な特約およびその概要

（5）保険期間（保険のご契約期間）

（6）引受条件（ご契約金額等）

2 保険料
保険料は選択されるご契約タイプ、オプションの有無などにより決定されます。
詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。また、
実際にご契約いただくお客さまの保険料は保険契約申込書に記入され
たものとなりますので必ずご確認ください。

なお、下記アまたはイのいずれかに該当する場合、ご契約いただける
傷害死亡保険金額は、他にご契約いただいている同種の保険契約と
合算して1,000万円までとなりますのでご注意ください。

ア.被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
イ.被保険者の同意がない場合

3 保険料の払込方法
保険料の払込方法は、「一時払」となります。

4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

5 解約返れい金の有無
ご契約の解約（解除）を希望される場合は、取扱代理店または共栄火災
までご連絡ください。なお、解約（解除）に際しては、契約時の条件によ
りご加入の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解
約返れい金としてお支払いする場合があります。詳しくは取扱代理店
または共栄火災までお問い合わせください。

●保険の補償を受けられる方（以下「被保険者」といいます。）の
職業・職種
●被保険者の生年月日･満年齢
●他の保険契約

②傷害死亡保険金は原則として被保険者の法定相続人にお支払いします。この
契約に傷害死亡保険金受取人を指定する場合は必ず被保険者の同意を得て
ください。共栄火災で同意の確認ができない場合はご契約いただけません。
なお、同意のないままご契約をされた場合には保険契約は無効となります。

③この保険の被保険者は、保険期間の満了日において満22歳以下の
方に限ります。

①ご契約者の住所などを変更される場合には、取扱代理店または共栄
火災にご通知ください。ご通知いただかないと、重要なお知らせやご
案内ができないこととなります。

②ご契約者と異なる方を被保険者とする契約において、この保険契約
の被保険者となることについて同意をしていなかった場合など一定
の条件に該当するときは、その被保険者はご契約者に対してこの保
険契約を解除することを求めることができます。被保険者から解除
の請求があった場合には、ただちに取扱代理店または共栄火災にご
通知ください。

③傷害死亡保険金受取人を変更する場合は取扱代理店または共栄火
災にご通知ください。なお、傷害死亡保険金受取人の変更は法律上
有効な遺言によって行うこともできます。詳しくは取扱代理店または
共栄火災までお問い合わせください。

（2）契約締結後における留意事項

保険料をお支払いいただく前に事故が発生し保険金をご請求される場合
は、保険金をお支払いする前に保険料をお支払いいただくことがあります。

（2）保険料をお支払いいただく前の事故について

6 保険契約の無効・取消し・失効
〈1〉ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金

を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、ご契
約は無効となります。この場合は、保険料は返還しません。

〈2〉ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または
強迫によって保険契約が締結された場合は、ご契約の取消しをさ
せていただきます。この場合は、保険料は返還しません。

〈3〉ご契約後に被保険者が死亡された場合は、ご契約は失効となります。
この場合は、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。ただし、傷害死亡保険金をお支払いした場合には、その
部分にかかる保険料は返還しません。

7 重大事由による保険契約の解除
ご契約後に次の事由が生じた場合には、ご契約を解除することがあり
ます。また、その場合、保険金もお支払いできません。
①ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が保険会社に保

険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせたことまたは生じ
させようとしたこと

②保険金の請求に関し、被保険者または保険金を受け取るべき方に詐
欺行為があったことまたは詐欺行為を行おうとしたこと

③ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係
者、その他の反社会的勢力に該当すると認められること

④他の保険契約との重複によって、保険金額の合計額が著しく過大で
あって、保険制度の目的に反するおそれがあること

⑤上記①～④のほか、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、
保険契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせたこと

8 解約と解約返れい金
ご契約の解約（解除）を希望される場合は、取扱代理店または共栄火災
までご連絡ください。なお、解約（解除）に際しては、契約時の条件によ
りご加入の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解
約返れい金としてお支払いする場合があります。また、返還される保険
料があっても多くの場合払い込まれた保険料の合計額より少ない金額
となりますので、ご契約は是非継続されることをご検討ください。

9 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金および返れい金
の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険
契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として
80%（破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生し
た保険事故に係る保険金については100%）まで補償されます。

10 補償重複について

（※1）継続契約の保険期間開始日現在の満年齢が22歳以上となる場
合には自動継続のお取扱いはできません。

（※2）自動継続停止のお申し出については、保険期間満了日の2か月
前までに送付される「継続のご案内」に記載されている連絡先

（コールセンター）へお電話いただくことでお手続きが可能で
す。（通話料無料）

保険期間（保険のご契約期間）は1年間となります。

（注）「他の保険契約」とは、標準傷害保険・普通傷害保険・家族
傷害保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・
積立家族傷害保険などの、身体のケガを補償する損害保
険契約・生命保険契約・共済契約・特約をいいます。

被保険者の方※が他にも「被害事故補償保険金」や「個人賠償責任保険
金」をお支払いする保険契約等にご加入されている場合、補償が重複
します。
補償が重複した場合、お客さまに以下のようなデメリットが生じます。
①事故が生じたときには、それぞれの保険金額を合計した額まで補償

されますが、必要な補償額を超えている可能性があります。
②ご契約に複数加入されていると、まとめて加入いただく場合よりも、

保険料の合計が高くなることがあります。
ご契約に際しては、他に加入されている保険契約等の補償内容も併せ
てご確認ください。
※「被害事故補償保険金」はご本人、「個人賠償責任保険金」はご本人

およびそのご家族の方が該当します。

次のページに続く▶

②ご契約金額の設定（『ご契約タイプ』の選択）は被保険者の年齢など
に照らして適正な金額となるように設定してください。

ません。詳細については普通保険約款・特約をご参照ください。また、
ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わ
せください。

その他ご注意いただきたいこと

重要事項説明書3

1 代理店の役割
代理店は、保険契約の締結の代理権を有しており、保険会社との委託
契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、ご契約条件が変わった
場合のご通知の受領等の代理業務を行っております。したがいまして、
代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約については、保険会
社と直接契約されたものとなります。

※ご契約者以外にこの保険の補償を受けられる方がいらっしゃる場
合には、その方にもここに記載していることがらをお伝えください。

2 契約締結時にご注意いただきたいこと
〈1〉保険料はご指定口座から引き落としいたします。領収証の発行はい

たしませんので、通帳をご記帳いただきご確認ください。また、万一
ご契約手続きから１か月を経過しても保険証券が届かない場合は、
共栄火災にご照会ください。

〈2〉損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故
招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払
を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同
一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法
人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っており
ます。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不
明な点は共栄火災までご照会ください。なお、保険契約の締結後であっ
ても、他の保険契約と合算した被保険者の保険金額が共栄火災の引受
限度額を超えていることが判明した場合には、保険金額の減額等をお
願いさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

3 万一事故が発生した場合には
〈1〉事故が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または共栄火災

にご連絡ください。なお、ご連絡が遅れますと保険金を削減してお
支払いする場合がありますのでご注意ください。



お子さまの
　 ケガに備える

傷害保険のお申込みは信用金庫へ

しんきんの傷害保険しんきんの傷害保険

標準傷害保険

キッズ プラン

共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関
である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結していま
す。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害
保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
（http://www.sonpo.or.jp/）

保険に関する苦情・ご相談は

指定紛争解決機関

ナビダイヤル
通話料有料

0120-719-112

0570-022-808
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター

その他お問い合わせについて
共栄火災への苦情・ご相談は、「共栄火災カスタマーセンター」にご連絡ください。ご契約内容の照会・商品説明などは、下記にご連絡ください。

受付時間：平日９：００～１８：００

もしも事故が起こったら
すみやかに取扱代理店または下記までご連絡ください。

受付時間：平日９:００～１８:００

受付時間：平日９:15～１7:００

標準傷害保険
について

4 お客さまに関する情報の取扱いについて
（1）お客さまに関する情報の利用目的について

この保険契約のお申込みまたは事故の発生等に際して、お客さまより
ご提供いただいた情報について、保険制度の健全な運営とお客さまに
対するサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲におい
て利用させていただきます。

NC140016（'17.07改）M
A1724500D0708-20170714（2017年7月作成）

詳しくは共栄火災海上保険株式会社のホームページ
（http://www.kyoeikasai.co.jp/）をご覧ください。

●このパンフレットは標準傷害保険・キッズプランの概要を説明したものです。ご不明な点につきましては、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
●標準傷害保険・キッズプランは、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
●この保険契約のお申込みの有無が、取扱金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。

〈取扱代理店〉〈引受保険会社〉

本社／〒105-8604 東京都港区新橋1-18-6
ホームページ　http://www.kyoeikasai.co.jp/

（2）お客さまに関する情報の第三者提供について
この保険契約のお申込みまたは事故の発生等に際して、お客さまより
ご提供いただいた情報について、保険制度の健全な運営のため、個人

●保険契約の引受、保険金の支払その他保険会社の保険契約の履
行および付帯サービスの提供

●保険事故の調査（医療機関・当事者等の関係先に対する照会等
を含みます。）

●共栄火災、共栄火災グループ会社・団体または提携先の保険商
品・金融商品・各種サービスの案内・提供

●左記（1）に定める利用目的の範囲内において、保険会社グループ
会社・団体または提携先企業等と共同利用する場合

●保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保
険金の請求等を防止するため、損害保険会社等の間において、
保険契約、保険事故、保険金請求または保険金支払等に関する
情報を交換する場合

●再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険取引
先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合

●質権設定・変更・抹消等の質権にかかわる事務・管理に必要な範
囲内の情報を質権者等に提供する場合（本項目は質権が設定さ
れている契約にのみ適用されます。）

●保険金の適正かつ迅速な支払を行うために必要な範囲内の情
報を医療機関・当事者等の関係先に提供する場合

●保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保
険金の請求等を防止するため、保険契約に関する情報を一般社
団法人 日本損害保険協会に登録のうえ、損害保険会社等の間
において共用する場合

0120-284-506

事故受付コールセンター24時間

0120-494-599

通話料無料

標準傷害保険・キッズプランそ の 他 ご 注 意

通話料無料

通話料無料

2017年10月以降保険始期用
2017年7月改

〈2〉事故が発生した場合は、保険金の請求書、ケガ・損害の程度を証明
する書類をご提出いただきます。また、必要に応じて、詳しい事故の
原因・発生状況、事故とケガ・損害との関係、保険契約の有効性等の
確認のために必要な書類をご提出いただくことがあります。具体的
な必要書類につきましては、保険金請求時にご案内いたします。

〈3〉保険金請求権については、時効（3年）がありますのでご注意ください。
〔賠償責任を補償する特約をご契約の場合〕
●損害賠償金の全部または一部を承認しようとされるときは、あらかじ

め共栄火災にご相談ください。あらかじめご相談いただけない場合に
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。

●賠償事故の解決のために共栄火災がお手伝いする内容
○日本国内における賠償事故（日本国外の裁判所に訴訟が提起され

た場合を除きます。）の場合、示談交渉の進め方やその内容に関す
るご相談、示談書作成の援助等、示談交渉のお手伝いをします。

○日本国内における賠償事故（日本国外の裁判所に訴訟が提起された
場合を除きます。）の場合、被保険者と被害者の同意があるときは、被
保険者のために示談交渉を行います。ただし、被保険者が正当な理由
なく共栄火災への協力を拒まれた場合には、示談交渉を行いません。

5 代理請求制度について
この保険では、被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求
できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請
求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情
を示す書類により保険会社に申請いただき、保険会社の承認を得ること
で、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および
加入している保険の概要（保険会社名、お支払いする保険金の種類な
ど）をお伝えいただきますようお願いいたします。

情報の保護に関する法律、その他の法令等に規定されている場合のほ
か、次の場合についても第三者に提供することがあります。



■キッズプランの被保険者になれる方（お子さま）

S-3プラン
個人型

P-3プラン
個人型

しんきんの傷害保険しんきんの傷害保険

●ご契約タイプは上記プランよりご選択ください。
●保険期間中途でのご契約プランの変更はできません。ご契約プランを変更する場合は、保険契約を解約し、ご希望のプランに
新たにご契約いただくこととなります。
●個人賠償責任補償特約〈オプション〉は、保険期間中途でのセット・削除はできません。

一般契約用

!ご注意

標準傷害保険

2017年10月以降保険始期用

ご契約タイプ▶

万円

万円

円

円

万円

100

100

2,000

1,000

1,000

万円

万円

円

円

万円

200

200

3,000

1,500

2,000

万円

万円

円

円

万円

300

300

4,000

2,000

3,000

保
険
金
額

補償項目

傷害死亡保険金額

傷害後遺障害
保険金額

傷害入院保険金
（日額）

傷害通院保険金
（日額）

被害事故補償
保険金額

7,510円

8,540円

11,710円

12,740円

15,800円

16,830円

キッズプラン 保険料表

E-3プラン
個人型

年間保険料

▲

3億円個人賠償責任補償特約
オプション

加算保険料保険金額

1,030円

最初にご契約いただく際の保険始期日時点で満18歳以下の方となります。
なお、継続契約の保険始期日時点で満21歳まで自動継続は可能です。

個人賠償
責任補償特約

年間
保険料

オプション ▲
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保険料のお支払いは、便利な口座振替で

◆上記例の場合、11月26日に保険料が引き落としできなかった場合、翌月の12月26日に口座振替再請求
を行います。

◆万一、口座振替再請求でも保険料が引き落としできなかった場合は、保険始期日（10月1日）にさかのぼっ
て保険金をお支払いできないこととなります。

ご契約時は保険契約申込書・ご契約内容確認書をいただくだけです。
保険料は口座振替によりお支払いいただきますので、
ご契約時に現金を用意することなく、ご契約いただけます。

お申込みをいただくだけ この期間は保険料が引き落としになる
前でも補償は有効です。

初回保険料
口座振替日

保険始期月前月 翌月

●
9/15

●
11/26 11/30

●
10/1

例

■ご注意 お取引き信用金庫の事業性ローンをご利用されている関係先のお客さまへ

法令上の定めにより、つぎのいずれかに該当するお客さまがご契約者･被保険者になる場合は、取扱代理店
となる信用金庫の会員（※）の方のみご加入いただけます。

◆事業性ローンをご利用の企業（含代表者）・個人事業主のお客さま
◆事業性ローンをご利用の企業等（従業員20名以下）にお勤めのお客さま

（※）法人会員の代表者を含みます。
詳細は保険募集資格を持った信用金庫職員にお問い合わせください。

保険料のお支払い方法

ご契約に際してお支払いいただきます保険料は保険始期日の翌月26日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に
ご指定いただきました預金口座から自動引き落としをさせていただきます。

ご契約日 保険始期日

本パンフレットは保険料や保険料のお支払い方法等に関する事項を記載しています。
補償内容に関する事項を記載したメインパンフレットならびに重要事項説明書と併せてご参照ください。

〈取扱代理店〉〈引受保険会社〉

本社／〒105-8604 東京都港区新橋1-18-6
ホームページ　http://www.kyoeikasai.co.jp/

この保険は保険期間の満了する日の内容で毎年自動的に契約が継続されます。
継続保険料は毎年、保険始期日の翌月26日（金融機関休業日の場合は翌営業日）にご契約時にご指定いただきました預金口座か
ら自動的に引き落としさせていただきます。

自動
継続


