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Walt Disney World® Resort 
バケーション・ゲスト のお客様用

	 SDW-0115

補償明細

旅行補償プラン 

提供元 : DISNEY DESTINATIONS, LLC

補償明細 

保険契約者名 : DISNEY DESTINATIONS, LLC
一覧名 : カスタム・ホールセール
プラン番号 : SDW-0115
バージョン : 0115

補償およびサービス一覧

記載されている補償は上記の金額を上限とし、保険業者は	
Transamerica	Casualty	Insurance	Company	です。

*トラベル・アシスタンス	&	コンシェルジェ・サービスは、
本「補償明細」内に示された指定プロバイダーにより提供
されます。

お客様の諸条件の概要については、本「補償明細」の全体
をお読みください。

補償は、旅行日程がディスニー・リゾートでの滞在前	7	日間
または滞在後	7	日間を超えない限り、ディズニー・リゾート
発着の旅行を対象とします。

プラン給付金 最高補償額  
1 人あたり

旅行取り消し 保険契約した旅行費用の	
最大	100%	まで

旅行中断 保険契約した旅行費用の
最大	100%	まで

旅行遅延 $600	($200/日)

手荷物および所持品 $2,000	($500/物品)

手荷物遅延 $500

緊急医療および歯科費用 $25,000

緊急避難		
および帰還 $100,000

24	時間事故死および四肢
切断 $25,000

レンタカー損害 $25,000

トラベル・アシスタンス	
&	コンシェルジェ・サービス* 利用可

重要事項                                 
本プログラムは、保険契約者が適切なプラン費用を既に
受け取っている場合のみ有効です。補償の記録として、
本書は保管しておいてください。
	
14 日間お試し期間
本プランご購入後	14	日以内に、お客様が完全に満足され
ていない場合、旅行にご出発前で支払い請求を提出してい
ない場合に限り、保険契約者がお客様のお支払いになった
プラン費用を返金します。

補償の条件 
補償対象者
適用対象旅行の手配を行い、必要なプラン費用を支払っ
たアメリカ合衆国の国民または居住者。

本プランは、米国に旅行する米国外居住者にもご利用いた
だけます	( 本プランを	Disney	Destinations,	LLC	を介して購
入された場合 )。

補償開始時
すべての補償	(「出発前の旅行取り消し」および「出発後
の旅行中断」を除く)	は、1)	保険契約者が本プランの支払
いを受領した日、	2)	適用対象旅行を開始する日時	( ディズ
ニー・リゾート滞在の最大	7	日前 )、	あるいは	3)		適用対象
旅行の予定出発日の午前	12	時	01	分	( 標準時 )	のうち最も
遅い日時に開始します。

「出発前の旅行取り消し」補償は、	保険契約者がプランの
お支払いを受領した次の日の午前	12	時	01	分に発効します。
「出発後の旅行中断」補償は、ディズニー・リゾート滞
在の最大	7	日前に発効します。

補償終了時
お客様の補償は、以下のうち最も早い日を以って終了します:
1.	 適用対象旅行の終了日、
2.	 予定帰着日、
3.	 本プランにより補償される適用対象旅行が取り消され
た日、

4.	 往復旅行の場合は復路の目的地、片道旅行の場合は
目的地にお客様が到着した日。

適用対象旅行全体に本プランが適用され、お客様の復路
がやむを得なく不可避な状況により遅延した場合、本プラ
ンのすべての補償期間が延長されます。

上記の理由により補償期間が延長された場合、補償は当初
予定されていた復路の目的地に到着した日または予定帰着
日の	7	日後のうち早い方の日を以って終了します。
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Travelex	Insurance	Services	による事前の承諾がない場合、
いかなる場合も、自主的な理由により補償期間が延長され
ることはありません。

定義 
本「補償明細」では、「お客様」は被保険者を意味します。
当社」は、本保険を提供する法人を意味します。その他の
語句の定義は、以下の通りです :

「事故」	とは、突然、予期および意図せずに発生する外的
な出来事のことで、負傷の原因となります。

「適正価格」とは、購入価格から減価償却分を差し引いた
金額のことです。

「手荷物」とは、適用対象旅行でお客様が一緒にお持ちに
なる荷物、私有物、および渡航文書のことです。

「ビジネス パートナー」とは、法律上一般的なパートナーシッ
プにおけるお客様のパートナーで、ビジネス経営を共に行
う個人のことです。

「運輸業者」とは、有料で旅客を移動する許可を受けた上
で陸路、水路、空路による一切の運輸を担う業者のことです。

「適用対象旅行」とは、自宅から居住都市以外の目的地に
向かう際の一定期間の旅のことで、適用対象旅行の期間は	
180	日間を超えません。

「ドメスティック パートナー」とは、お客様が以下を証明で
きる	18	歳以上の個人のことです :	1)	銀行口座やクレジット	
カード、共同で所有している不動産、および相互の生命保
険や年金受取人指定など、経済的に相互依存関係にあるこ
とを証明するもの。2)	少なくとも過去	6	か月以上にわたっ
て同居していることを証明するもの。および	3)	居住してい
る法管轄区で認識されている場合は、ドメスティック	パー
トナーシップの宣誓供述書。

「選択的治療と施術」とは、連邦政府、州政府、または地
方自治体当局により、あるいは当社により、研究または実
験的であると見なされているか、一般的に認められた医療
行為として認識されていない一切のサービス、治療、また
は医療用品を含む、医学上必要でないあらゆる医療治療ま
たは外科手術のことです。

「外国産車両」には、アルファ・ロメオ、アストンマーチン、
オーバーン、アバンティ、ベントレー、ベルトーネ、BMC/
レイランド、BMW	M	シリーズ、ブラッドリー、コスワース、
シトロエン、クレネ、デロリアン、エクスカリバー、フェラー

リ、フィアット、イソ、ジャガー、ジェンセン・ヒーレー、
ランボルギーニ、ランチア、ロータス、マセラティ、モー
ガン、オペル、パンテーラ、パンサー、ピニンファリーナ、
ロールスロイス、ローバー、スタッツ、スターリング、トラ
イアンフ、TVR、ユーゴ、コルベット、メルセデス・ベンツ、
ポルシェ、および	MG	が含まれます。

「家族」には、お客様または旅行同伴者の扶養者、配偶者、子、
配偶者の子、義理の息子・娘、(両 )	親、兄弟姉妹、祖父母、孫、
継兄弟・継姉妹、継親、義理の	( 両 )	親、義理の兄弟姉妹、
伯母・叔母、伯父・叔父、姪、甥、後見人、ドメスティック	
パートナー、里子、または被後見人が含まれます。

「自宅」とは、お客様の主たるまたは副たる住居のことです。

「病院」とは、以下の条件をすべて満たす施設のことです :	
(1)	法律に従って経営されていること。(2)	病人または負傷
者に、入院患者として、一日	24	時間体制の医療ケア、診断、
および治療を与えること。(3)	医師の指導を受ける診断施設
および施術施設を提供すること。(4)	登録正看護師が一日	
24	時間体制で待機または勤務していること。および	(5)	医
療ケアが該当する病院の棟内または該当する病院が使用で
きるよう事前に手配された施設で提供されること。

「病院」は、以下に示す施設ではありません :	静養所、病
後療養所、長期療養所、リハビリテーション施設、または
その他の看護施設。精神的疾患、アルコール依存症、ま
たは薬物中毒	( あるいは、かかる目的で使用されている病
院の病棟、ウイング、あるいはその他のセクション )。また
は、ホスピス	ケアを提供する施設	( もしくは、かかる目的
で使用されている病院のウイング、病棟、あるいはその他
のセクション )。

「負傷」とは、以下に該当する事故による身体的損傷のこと
です :	1)	本プランの下でお客様の補償期間中に発生した場
合。および	2)	医師による検査と治療を必要とする場合。負
傷は、損害の直接原因であり、その他一切の原因とは無関
係でなければならず、病気を原因としたり、病気の結果発
生したものであってはなりません。

「被保険者」とは、適用対象旅行を手配し、プランに必要
なあらゆる支払いを行う適格者のことです。

「 保 険 業 者 」 とは、Transamerica	Casualty	Insurance	
Company	のことです。

「支払金」または「手付金」とは、お客様の適用対象旅行
に対して保険契約者に実際に支払われる金額のことです。
本プランは、適切なプラン費用が支払われている限り、直

接保険契約者に支払われていない、前払いで払戻不可の
航空券、ホテル、船旅会社、およびレンタカー料金を適用
対象とします。

「医師」とは、カイロプラクターおよびクリスチャン	サイエ
ンス施術者を含み、医術を行う法的管轄区域より医師免許
を取得した者のことです。医師は、提供するサービスまた
は治療の医師免許で認められた範囲内で施術しなければな
らず、お客様、旅行同伴者、お客様の家族以外の者でな
ければなりません。

「保険契約証書」とは、その中で指定されている給付金を
供給する保険契約者に対して発行された契約書のことです。

「保険契約者」とは、「給付項目一覧」に記載されていると
おり、本保険契約証書の発行対象として名指された法人の
ことです。

「既往症」とは、お客様または旅行同伴者またはお客様と
旅行に同伴する予定になっているか、その旅行の予約をし
ている家族保険契約者に対するプランの支払いを、保険契
約者が受領した日の直前	60	日間に発生した病気、疾患、
あるいはその他の症状で、以下の条件を満たすもののこと
です :	
1.	 診断テスト、検査、または医療治療を受けたか、受け
るよう推奨された場合。または

2.	 医薬品を服用したか、その処方箋を受け取った場合。

本定義の項目	(2)	は、処方箋医薬品を服用することのみに
より治療および抑制され、本保険契約証書のしたで補償が
発効する前の	60	日間、必要な処方箋医薬品を一切調整ま
たは変更することなく治療または抑制され続けた症状に適
用されません。

「一覧」とは、それぞれの被保険者に対する「補償明細」
に記載された給付項目一覧のことです。

「予定出発日」とは、元の予定で適用対象旅行に出発する
ことになっている日のことです。

「予定帰着日」とは、元の予定で適用対象旅行の出発点ま
たは異なる最終目的地に戻ることになっている日のことです。

「病気」とは、	1)	医師による検査および治療が必要であり、
かつ	2)	本プランの有効期間中に発病する身体の疾患また
は疾病のことです :	本プランの発効日前にその兆候が現れ
た後悪化するか、急性症状となった身体の疾患または疾病
は、ここに定義される病気に当たらず、本プランの適用対
象になりません。
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「旅行同伴者」とは、適用対象旅行中に被保険者と行動を
共にする人物のことです。
	
グループまたはツアー	リーダーは、お客様がそのグループ
またはツアー	リーダーと客室設備を共用していない限り、
旅行同伴者と見なされません。

「通常および慣例上の料金」とは、重大度と種別が同等な
事例の治療として妥当とされる、必要な治療およびサービ
スに対する料金のことです。これは、提供されたサービス
の関連領域における経験に基づく平均料金および百分位点
を実料金とする	MDR	(Medical	Data	Research)	の料金一覧
により算出されます。

補償の概要  
出発前の旅行取り消し給付金 
適用対象理由のいずれかにより、お客様が適用対象旅行
に行くことができない場合は、お客様がお客様の適用対象
旅行に対して支払った、没収支払金または手付金、および
前払い、返金不可、かつ未履行の支払金または手付金の
金額に対して、最高で一覧にある金額まで、当社がお客様
に補償します。

旅行同伴者の適用対象旅行が適用対象理由により取り消さ
れ、お客様の適用対象旅行が取り消されなかった場合、前
払いの旅程での	1	人あたりの客室利用率が正式に変化す
る結果発生するお客様の追加費用は、当社が支払います。

出発後の旅行中断給付金  
適用対象理由のいずれかにより、お客様がお客様の適用対
象旅行を継続できない場合、未履行の旅程および以下の料
金について、支払済みまたは支払われるべき返金額を差し
引いた金額を、当社がお客様に補償します :
1.	 お客様がお客様の適用対象旅行を中断した地点から以
下の地点までの最短経路にかかる追加運賃 :	(a)	お客
様の適用対象旅行を再開できる次の予定目的地。また
は	(b)	適用対象旅行の最終目的地。または

2.	 お客様の出発が遅れて予定出発日後に出発した場合
の、元の適用対象旅行の目的地に到着する最短経路
にかかる追加運賃でお客様が負担した金額。および

3.	 旅行同伴者の適用対象旅行が適用対象理由により中
断され、お客様の適用対象旅行が継続された場合の、
前払いの旅程での	1	人あたりの客室利用率が正式に
変化する結果発生するお客様の追加費用。

ただし、上記の	(1)	および	(2)	に基づいて支払われるべき
給付金は、最短経路による片道エコノミー航空運賃	(また
は、元の航空券がファースト	クラスだった場合はファースト	
クラス )	の費用から未使用の航空券について支払済みまた
は支払われるべき返金額を差し引いた金額を超えないもの
とします。

旅行取り消しおよび中断の適用対象理由
お客様、共に旅行されるご家族、または旅行同伴者が予
定を変更した場合でも、本保険契約証書に基づく補償有効
期間中に発生した予見できない出来事またはその結果に対
しては、補償が供給されます。
1.	 これには、お客様あるいは旅行同伴者、および /また
はお客様あるいは旅行同伴者のご家族、またはビジネ
ス	パートナーの病気、負傷、または死亡	( 病気は補償
有効期間中に発病しなければならず、旅行取り消しま
たは旅行中断時の医師による対面診察、治療医師の
書面による見解	( お客様の適用対象旅行に行くまたは

継続することができないほどの症状であることを示す )	
を必要とする )、

2.	 公共交通機関に影響を与える悪天候または組織的なス
トライキの結果として発生する、運輸業者の遅延、

3.	 公共交通機関に影響を与える悪天候または組織的なス
トライキの結果として発生する、航空会社、船旅会社、
バス会社、または旅行業者による旅程の取り消し、

4.	 出発地に行く途中における文書化された交通事故への
直接関与、

5.	 ハイジャック、誘拐、隔離、陪審員義務、訴訟におけ
る承認として出廷するよう命じる裁判所命令	( お客様、
お客様と共に旅行するご家族、または旅行同伴者が	1)	
その訴訟の当事者でないこと、または	2)	警官として出
廷しない場合に限る )、

6.	 火災、洪水、火山活動、地震、台風、またはその他
の自然災害により、お客様の自宅が居住に適さなくなっ
た場合、

7.	 火災、洪水、火山活動、地震、台風、またはその他
の自然災害により、お客様の目的地が居住に適さなく
なった場合、

8.	 自然災害発生時に、援助または救助のために現役軍
人として軍務に召喚された場合、

9.	 お客様の故意ではない雇用の終了または一時解雇で、
お客様の管理下でなかった場合。お客様は、雇用の
終了または一時解雇前の	1	年間、同一の雇用者に継
続的に雇用されていなければなりません。(この項は、
一時雇用者、契約社員、または自営業者には適用さ
れない )、

10.	 お客様または旅行同伴者の承認済み兵役休暇が取り消
された場合、または軍隊の配置変更があった場合。

旅行遅延給付金
お客様の適用対象旅行が	6	時間以上遅延した場合は、お
客様が負担したホテル宿泊料、食事代、電話代、および
地方交通機関の妥当な追加費用に対して、最高で一覧にあ
る金額まで、当社がお客様に補償します。旅行が可能になっ
た後に発生した費用について、当社は給付金を支払わな
いものとします。

旅行遅延の原因は、以下に限ります :	一切の運輸業者の遅
延、	またはお客様の管理内でない理由による、お客様のパ
スポート、渡航文書、あるいは金銭の永久喪失あるいは盗
難、	または隔離、	またはハイジャック、	または自然災害、あ
るいは悪天候により政府当局が公道を閉鎖した場合、	また
は出発地に行く途中における文書化された交通事故、	また
は事前通告なしのストライク、	または社会的混乱。

手荷物および所持品給付金
お客様の適用対象旅行中、お客様の手荷物、パスポート、
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または査証が直接損害、盗難、損傷、または破壊に遭っ
た場合は、最高で一覧にある金額まで、当社がお客様に
補償します。お客様がクレジット	カード会社が課すそのク
レジット	カードのすべての条件をまとめることを条件に、
お客様のクレジット	カードが不正使用されたために発生す
る損害についても、当社が支払います。

損害の査定および支払額
「手荷物および所持品給付金」に基づく損害の支払額は、
適正価格方式で算出します。領収書のない物品については、
損害の支払額が損害時の適正価格の	100%	を基に算出さ
れます。当社は、その裁量により、お客様の手荷物を修理
または交換することを選択する場合もあります。お客様か
らの損害証明書を当社が受領してから	30	日以内に、当社
からお客様にお知らせします。

当社は、破損した手荷物のすべてまたは一部を、損害支払
条件の	1	つとして引き取る場合があります。複数物品が損害
に遭った場合、当社は :	1)	複数物品の損害前の価値を復元
するために必要な一切の部品を修理または交換するか、	ま
たは	2)	損害前後の該当所有物の価値の差額を支払います。

特別制限額の対象となる物品
宝飾品類、	腕時計、	高価な宝石、全体または一部に銀、金、
またはプラチナを含む物品、	カメラ・カメラ機器、	デジタル
または電子機器とメディア、	および全体または一部に毛皮
を含む物品の損害については、$500	( または「手荷物お
よび所持品」制限額の方が低額の場合は、その金額 )	を超
える金額を支払うことは一切ありません。

上記に含まれない物品は、一物品あたり	$500	という制限
額の対象となります。

補償の継続
適用対象の手荷物、パスポート、または査証が運輸業者
側が保持している場合、および引き渡しが遅れている場合、
本補償は、その所有物がお客様に引き渡されるまで継続す
るものとします。本補償の継続は、遅延が原因で発生した
か、遅延の結果発生した損害を含みません。

損害が発生した場合のお客様の義務
手荷物および所持品が損害、盗難、または損傷に遭った
場合、お客様は :	1)	ホテル支配人、ツアー	ガイドまたは担
当者、交通局関係者、現地警察、またはその他の現地機
関に事態出来事をすぐに報告し、警察またはその機関から
損害報告書を入手してください。および	2)	お客様の手荷物
をさらなる損傷から保護するための妥当な措置を講じ、必
要で妥当な一時的補修を行ってください。これらの費用に
ついては、当社がお客様に補償します。お客様が手荷物を

保護しなかった場合に生じたさらなる損傷について、当社
は給付金を支払わないものとします。

手荷物遅延給付金
適用対象旅行中、お客様の手荷物が	12	時間以上遅延した
場合、お客様がさらなる衣服や個人的物品を購入した費用
については、最高で一覧にある金額まで、当社がお客様に
補償します。また、遅延したお客様の手荷物の返還を早め
るために、お客様の適用対象旅行中に発生した費用につい
ても、最高	$25	までは当社がお客様に補償します。

本補償は、お客様が自宅に到着するか、元の予定目的地
に到着した時点で終了します。

支払われるべき給付金の金額は、一覧に記載されている最
高額を超えないものとします。

緊急医療および歯科費用給付金
以下を条件として、お客様が負担した下記の「適用対象費
用」については、最高で一覧にある金額まで、当社が本給
付金を支払うものとします。1)	適用対象費用は、通常およ
び慣例上程度の支払額でのみ支払われるものとします。2)	
給付金は、適用対象旅行中にその兆候が現れた病気また
は発生した負傷の結果として生じた適用対象費用に対して
のみ支払われるものとします。

適用対象費用 :
1.	 以下に示す医師の命令による医療サービスの費用 :	お
客様の病気または負傷日から	1	年以内にお客様が費
用を負担する、法的に資格のある医師および正看護婦
のサービス、病院への入院およびサービス費用、現地
救急車サービス、処方箋医薬品、および治療サービス。

2.	 適用対象旅行中にお客様が負担した緊急歯科治療の
費用。

医療費用給付金に基づき除外される既往症の説明につい
ては、「定義」を参照してください。

緊急避難および帰還給付金
以下を条件として、お客様が負担した下記の「適用対象費
用」については、最高で一覧にある金額まで、当社が本給
付金を支払うものとします。1)	適用対象費用は、通常およ
び慣例上程度の支払額でのみ支払われるものとします。2)	
給付金は、適用対象旅行中にその兆候が現れた病気また
は発生した負傷の結果として生じた適用対象費用に対して
のみ支払われるものとします。

適用対象費用 :
1.	 お客様が病気や負傷で瀕死の状態にあり、現地で適切

なケアを受けられない場合、トラベル	アシスタンス	プ
ロバイダーの事前の許可を得ることを条件として、最
寄りの適切な病院までの医療的に適切な移動手段およ
びその途中で必要な医療ケアなど、医師の命令による
緊急医療避難に対して、お客様が負担した費用。

2.	 担当医により医療的に必要とされた場合、トラベル	ア
シスタンス	プロバイダーの事前の許可を得ることを条
件として、病院またはお客様の自宅までの医療的に適
切な移動手段およびその途中で必要は医療ケアなど、
非緊急医療避難に対して負担した費用。

3.	 お客様が一人で旅行しており、7	日を超える日数入院し
ている場合、お客様の選ぶ	1	人の人物のための入院
場所までの往復エコノミー	クラス航空運賃	1	人分を超
えない交通費。

4.	 お客様が	18	歳以下で、同伴する大人の死亡もしくは
入院により取り残された場合、トラベル	アシスタンス	
プロバイダーの事前の許可を得ることを条件として、
付き添い費用を含む、お客様の自宅までの片道エコノ
ミー	クラス航空運賃を超えない交通費。

5.	 お客様が以前避難した医療施設からお客様の自宅まで
の片道エコノミー	クラス	(またはお客様の元の航空券
がファースト	クラスだった場合はファースト	クラス )	航
空運賃について、未使用の交通機関乗車・搭乗券か
ら支払済みまたは支払われるべき返金額を差し引いた
金額費用。ただし、これらの費用が本プランの別の条
項により適用対象となっていない場合に限ります。

6.	 お客様がアメリカ合衆国国外にいる間に死亡した場
合、お客様の遺体をお客様の自宅に返送する準備およ
び空輸の費用、または死亡が発生した国で現地埋葬す
るための同等額までの費用。

医療費用が発生した場合のお客様の義務 :
お客様は、支払い申請する医療および /または歯科費用の
すべての請求書および報告書を当社に提供しなければなり
ません。お客様は、その他一切の適用保険からの給付金
についての説明を含みますがそれに限定されない、要求さ
れたあらゆる情報を提供しなければなりません。お客様は、
お客様の支払い申請を調査する際に一切の情報を開示す
るため、当社が要求する患者承認書に署名しなければなり
ません。

24 時間 事故死および四肢切断給付金
お客様が適用対象旅行中に発生した適用対象事故で負傷し
て本プランに基づき適用対象であり、事故から	180	日	( ワ
シントン州は	365	日 )	以内に下記の損害のいずれかを被っ
た場合、最高で一覧にある金額まで、当社が本給付金を
支払うものとします。支払最高額は、一覧に記載された給
付金額です。
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 支払最高額に対する 
損害 :  支払額の割合 
死亡	...........................................................................................100%
両手、	両足または両目視力	..................................................100%
片手および片足	.....................................................................100%
片手および片目視力	............................................................100%
片足および片目視力	............................................................100%
片手、	片足、または片目視力	..............................................50%

1	度の事故で複数の損害を被った場合、当社は給付金の多
額な損害に対してのみ給付金を支払います。手または足の
損害とは、	手首または足首の関節またはそれより上の部分
で完全に切断することを意味します。視力の損害とは、完
全かつ回復不可能な失明を意味します。

曝露および行方不明
本プランで適用対象となっている事故が原因で、お客様
がやむを得ず有害物質に曝され、その曝露の結果として、
それ以外の場合では給付金が支払われるべき損害を被っ
た場合、	かかる損害は、本プランに基づき適用対象とな
るものとします。

お客様がお客様が乗っていた交通機関が沈没または破
壊するような事故に巻き込まれ、お客様の身体がかかる
事故から	1	年以内に見つからなかった場合、お客様はそ
の事故による負傷の結果死亡したということが確実視さ
れるものとします。

レンタカー損害給付金
お客様がお客様の適用対象旅行中に自動車を賃借し、
お客様が保有している間に、その自動車が衝突、盗難、
破壊行為、暴風、火災、雹、洪水、あるいはお客様が
制御できない一切の原因により損傷した場合、当社は以
下のうちいずれか少額の法を支払うものとします :	a)	自
動車の修理中にレンタカー会社により請求される修理お
よびレンタル料の費用。または	b)	自動車の適正価格	( 最
高で一覧に記載されている金額まで )。

補償は、お客様および旅行同伴者が運転免許保持者で、
レンタル契約書に記名されている限り、お客様および旅
行同伴者に提供されます。本補償は、他の形式の保険ま
たは賠償に優先します。

以下を原因とする損害に対しては、補償が提供されません :
損害が発生した場合のお客様の義務 :
1.	 あらゆる契約の下でお客様または旅行同伴者が負う
一切の義務	( 保険の衝突事故免責を除く)。

2.	 キャンピング	カー、トレーラー、オフロード用バイク
またはオートバイ・単車、RV	車、または外国産車
両のレンタル。

3.	 お客様または旅行同伴者がレンタル契約に違反して
いる場合に発生した一切の損害。

4.	 適切な現地機関およびレンタカー会社に損害を報告
しなかった場合。

5.	 適用対象損害の結果発生した、その他一切の車両、
構造物、または人物の損傷。

損害が発生した場合のお客様の義務 :
1.	 自動車を保護し、それに対するさらなる損害を防ぐた
め、妥当で必要なすべての措置を講じてください。

2.	 できるだけ早く、適切な現地機関およびレンタカー
会社に損害について報告してください。

3.	 事故に巻き込まれたその他一切の当事者に関するす
べての情報	( 氏名、住所、保険情報、および運転免
許番号など)	を入手してください。

4.	 レンタル契約書、警察調書、および損害額の見積も
りなど、すべての書類を当社に提供してください。

一般的なプラン除外事項 
事故死および四肢切断補償には、以下の除外事項が適用さ
れます :
あらゆる種類の病気が原因で発生したまたはその結果とし
て発生した損害に対して、当社は給付金を支払わないもの
とします。

緊急医療および歯科費用、旅行取り消し、旅行中断、なら
びに旅行遅延補償には、以下の除外事項が適用されます : 
本プランで定義されている既往症が原因で発生した、または
その結果として発生した損害または費用	(その結果による死
亡を含む)	に対して、当社は給付金を支払わないものとします。
本除外事項は、医療保護補償の緊急医療避難または遺体の
返送の適用対象費用に基づく給付金には適用されません。

既往症除外事項の免除
既往症除外事項は、お客様が以下の条件を満たす場合、
免除されます :
1.	 本プランの支払いが、お客様の適用対象旅行に対する
最終的な適用対象旅行手付金 / 支払金の支払い時ま
たはそれ以前に受領されていること。

2.	 お客様が、プランに対する支払いをする際に旅行でき
ない状態でないこと。

3.	 お客様が、旅行取り消し違約金または制約の対象とな
る適用対象旅行の先払い費用のすべてに保険をかけ、
その後追加で手配した旅行費用の支払い後	24	時間以
内に、お客様の適用対象旅行に追加した旅行にも保
険をかけていること。

以下の除外事項は、すべての補償に適用されます : 以下が
原因で発生したか、その結果として発生した、本プランの
下での一切の損害に対して、当社は給付金を支払わないも
のとします :
(a)	正気であるか正気でないかを問わず	(コロラド州および
ミズーリ州では正気でない場合 )、お客様、旅行同伴者、
またはお客様と一緒に旅行を予約した家族の自殺、自殺未
遂、または意図的な自傷行為。(b)	入院している場合を除
き、精神疾患、神経疾患、または心理障害	( 医療費用給
付金には適用されない )。(c)	医師により処方されている場
合を除き、薬物または中毒性物質を使用した状態。(d)	通
常の妊娠、またはそれによる出産	( 妊娠合併症を除く)		ま
たは人工妊娠中絶。(e)	適用対象旅行におけるプロ	アスリー
トとしてのスポーツ競技への参加。(f)	あらゆる自動車競技
における乗車または運転。(g)	宣戦布告された戦争または
宣戦布告なき戦争、あるいはあらゆる戦争行為。(h)	社会
的混乱	( 旅行遅延には適用されない )、渡航勧告 / 警告。
(i)	あらゆる国の国防軍における軍務。(j)	パイロットまたは
乗務員としての航空機操縦または操縦訓練。(k)	スキューバ	
ダイビング、登山、バンジー	ジャンプ、スカイダイビング、
パラシューティング、ハング	グライディング、パラセーリン
グ、または定期的に運行されている航空会社またはチャー
ター便会社以外のあらゆる空中装置による旅行。(l)	お客様
が犯したあらゆる犯罪行為。(m)	税関による留置、押収、
または破壊が原因で発生した損害または損傷。(n)	選択的
治療と施術。(o)	治療を保証することを目的または意図とし
て企てた適用対象旅行中またはそれに関して生じた治療。
(p)	病気、疾患、またはその他の症状、出来事、あるいは
状況の結果生じた損害で、その損害がお客様に対してプラ
ンの有効でない時に発生した場合。(q)	回復が見込まれず、
緩和医療のみが施され、余命がお客様の発効日から	12	か
月以内であると診断された病気。ホスピス施設に入所する
か、ホスピス治療を受けた後に保険が購入された場合の
病気、負傷、または死亡。

手荷物および所持品、手荷物遅延補償には、以下の除外
事項が適用されます :
以下の損傷または損害に対して、当社は給付金を支払わな
いものとします :	動物、	取引、事業で使用されている、また
は収入を生む所有物、家庭用家具、楽器、壊れやすいまた
は割れやすい物品、あるいは使用した結果損害が発生する
ことになったスポーツ用品。ボート、モーター、オートバイ、
自動車、航空機、およびその他の乗り物または装置、ある
いはかかる乗り物の部品。義肢またはその他の人工器官、
人工歯、歯の矯正治具、入れ歯、歯列矯正具、歯列矯正の
固定装置、またはその他の歯列矯正装置、補聴器、あらゆ
る種類の眼鏡、サングラス、またはコンタクト	レンズ。切符
の再発行に必要な手数料を除く、書類または切符。上記に
あるものを除く、金銭、切手、株式と債券、郵便為替また
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は小為替、有価証券、勘定書、請求書、権利証書、フード	
スタンプ、またはクレジット	カード。貨物として発送された
所有物または予定出発日前に発送された所有物。密輸品。

以下に関して生じた損害について、当社は給付金を支払わ
ないものとします :	欠陥のある材料または技術。または通
常使用による損傷、段階的な劣化、固有の瑕疵。またはげっ
歯動物、動物、昆虫、あるいは有害動物。または無人車
からの盗難または窃盗。または紛失。または電流、電気
装置や電化製品を損傷または破壊する電気アークを含む。

一般規定 
受取人 :受取人の指名が書面によりプラン管理者に提出さ
れない場合のお客様の受取代理人。

隠ぺいまたは詐欺行為 : お客様が本プランに関してあらゆ
る重要情報または状況について故意に隠ぺいまたは詐称し
た場合、当社は給付金を供給しません。

法律への準拠 : 本プランのいずれかの条項が、本プランが
発行された州の法律と矛盾する場合、その条項はかかる州
の法律に準拠するよう修正されます。

補償の重複 :お客様が当社から購入できるのは、それぞれ
の適用対象旅行について	1	件の証明書のみです。お客様
が特定の適用対象旅行について複数の証明書を購入した
場合は、支払われる補償最高額は、そのうち給付金レベル
が最高の証明書で指定されている金額となります。それ以
外の一切の証明書に基づきお客様から受領したプラン支払
額は、当社が返金するものとします。

契約全体、 変更 :本プラン、包括的申込書、およびその他
一切の添付書類が、当事者間で締結された契約の全体で
す。お客様による陳述は表明であり、契約用件を保証する
ものではありません。その陳述が書面による申込書または
登録書類のいずれかに記載されている場合を除き、給付金
を無効または減額するために当事者が陳述を利用すること
はないものとします。本プランは、当事者間の書面による
合意により、いつでも変更できるものとします。当社の社長、
副社長、または書記官のみが、本プランの条項を変更また
は免除することができます。いずれの代理人やその他の人
物も本プランを変更したり、その条件のいずれかを免除し
たりすることはできません。変更内容は、本プランに裏書
されます。

宣誓尋問 :当社が合理的に必要とするたびに、お客様また
は本プランの下で支払い請求を行う人物は、宣誓尋問に応
じなければなりません。

補償最高額 : それぞれの支払い申請の給付金最高額は一覧
に記載されており、個々の給付金額と当社の法的責任最高
額により決定されます。適用の対象となる出来事のいずれ
かの	1	件において複数の人物が支払い申請書を提出した場
合、その出来事に対する当社の法的責任合計上限額は、個々
の給付金額と当社の法的責任最高額により決定されます。1	
件の出来事についてお客様が複数の支払い申請を行った場
合は、上記の制限事項を条件として、利用可能な資金が各
被保険者による支払い申請通知順に分配されます。

法的責任最高額 : すべての上限額は、適用対象旅行ごとに
適用されます。当社は、本プランの下で保険契約を結ん
だ一切の人物またはその人物の代理者に、出来事あたり	
$1,000,000	まで支払うものとします。

同一出来事によるすべての支払い請求に対する当社
の法的責任最高額は、TAHC5000、TAHC6000、およ
び	TAHC7000	グループ	シリーズの保険契約証書の下で	
$15,000,000	とします。TAHC5000、TAHC6000、および	
TAHC7000	グループ	シリーズの保険契約証書に基づき、
当社は、TAHC5000、TAHC6000、および	TAHC7000	グ
ループ	シリーズの保険契約証書に基づき保険契約を結ん
だ一切の人物またはその人物の代理人に、出来事あたり	
$1,000,000	まで支払うものとします。

他 者 か ら 回 収 する 当 社 の 権 利 : 当社は、当社が支
払った一切の支払金について、その損害に対し
て責任のある可能性のある者から回収する権利を有します。
お客様および当社が保険契約を結んだお客様以外の人物
は、この権利を当社に譲渡するために必要な一切の書類
に署名し、その権利譲渡のために必要な一切のことをしな
ければなりません。お客様および当社が保険契約を結んだ
お客様以外の人物は、損害発生後、当社の権利に影響を
与えることは何もしないものとします。

支払い申請条項 
支払い申請通知 : 適用対象損害の発生後	30	日以内に、書
面による支払い申請通知を当社に提出しなければなりませ
ん。かかる期間中に通知が提出されなかった場合は、合
理的に可能な限り早く提出しなければなりません。通知は、
当社または当社公認代理店に提出できます。通知には、支
払い申請者名と支払い申請者の身分を証明するのに十分な
情報を含める必要があります。

支払い申請用紙 : 当社が支払い申請通知を受領すると、お
客様には損害証明書を送付します。当社が支払い申請通知
を受領した後	15	日以内に書類が送付されない場合、その
支払い申請者は、損害の性質および程度を示す供述書を
当社に提出することにより、損害証明の要件を満たすもの
とします。この供述書は、「損害証明」の条項で述べられ
ている期限内に当社へ送付しなければなりません。

損害証明 : 損害証明書は、損害発生日後	90	日以内に当社
へ送らなければなりません。規定された期限内に損害証
明書を当社に提出することが合理的に不可能である場合で
も、当社が支払い申請額を減額または拒否することはあり
ません。いずれの場合も、お客様が法律上無能力状態で
ない限り、損害発生日後	12	か月以内に損害証明書を当社
に提出しなければなりません。

健康診断と死体解剖 : 当社の費用負担で、当社は、支払い
申請の審査中、必要に応じてお客様に健康診断を受けてい
いただく権利を有します。当社の費用負担で、当社は、法
律またはお客様の宗教が禁止していない限り、死体解剖を
要求することがあります。

訴訟 : 損害証明書の提出後	60	日以内は、本プランに基づい
て補償を得るために一切の訴訟を起こさないものとします。
損害証明書の提出期限から	3	年経過した後は、かかる訴訟
を起こさないものとします。本プランの期限が、お客様の居
住する州の法律で認められている期限より短い場合、期限
はかかる法律が認める最短期間を満たすよう延長されます。

保険金の支払い本プランにより供給される給付金の支払い
申請は、証明書を受領次第支払われるものとします。
死亡給付金は、お客様の受取代理人に支払われるものとしま
す。受取代理人がいない場合は、受取人に支払われます。そ
の他すべての給付金は、別途指示のない限り、お客様に直接
支払われます。お客様の死亡時に未払いの給付金がある場合
は、お客様の受取代理人に支払われるものとします。受取代
理人がいない場合は、受取人に支払われます。お客様がお客
様の給付金を譲渡し、署名入りの写しが当社に提出されてい
る場合、当社はその譲渡を履行するものとします。一切の譲
渡について、当社はその有効性に対する責任を負いません。
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トラベル・アシスタンス & コンシェルジェ・サービス 
提供元 : On Call International

米国またはカナダ国外の場合は、現地のオペレーターを通
じてコレクトコールで当社までお電話ください	(まず、発信
国の国際アクセスコードをダイヤルする必要があります )。
米国またはカナダ国内の場合は、フリーダイヤル番号をご
利用ください。

米国および カナダ国内 :1-855-878-9582	
米国および カナダ以外 :603-328-1322
お客様のプラン番号 : SDW-0115

医療サービス

医療アシスタンス	–	当社の多言語に通じた担当者が、医療
緊急時の支援、助言、および照会を行うため、一日	24	時
間待機しています。当社は、現地の医師、歯科医、または
医療施設を見つけるお手伝いをします。

医療相談と監視	–	お客様が入院した場合、当社よりお客様
とお客様の担当医に連絡し、お客様が適切なケアを受けて
おられることおよびさらなる支援の必要があるかどうかを確
認するため、お客様の状況を監視します。また必要または
ご要望に応じて、当社はお客様の主治医および地元のご家
族にも連絡し、お客様の状況を逐次お知らせします。

医療避難	–	医療的に必要とされた場合、当社は、必要に
応じて、適切な病院、治療施設、またはご自宅までの、付
き添いを含む、適切な交通手段を手配して費用を支払いま
す。医療避難費用は適用対象の支払い申請に対してのみ支
払い、最高で本保険契約証書に記載された給付金額まで
支払います。すべての医療輸送サービスは、Travelex	指定
プロバイダーによる許可と手配が必要です。未許可の医療
避難が行われた場合、補償が制限されるか、給付金が無
効となる場合があります。

緊急医療支払金	–	当社は、お客様の入院、治療、または
退院を保証するため、必要に応じて、病院などの医療プロ
バイダーに対して費用を建て替えるか、支払い金を確約す
る	( 最高で保険契約証書の上限額まで )	ことにより、お客
様を支援します。

処方箋アシスタンス	–	当社は、お客様の適用対象旅行中に
紛失した、盗難に遭った、または腐敗した医薬品の交換に
ついて、現地で、または特別配達によりお客様を支援します。

被扶養者の移動手段と親族のお見舞い	–	未成年者	(18	歳以
下 )	が同伴する大人の死亡もしくは入院により取り残された

場合、当社が、付き添いの費用を含む、その未成年者の
自宅までの移動手段を手配します。お客様が	1	人で旅行し
ており、7	日間を超えて入院している場合、お客様の選ぶ	
1	人の人物がお客様のお見舞いに訪れることができるよう、
当社がその移動手段を手配します。

遺体の返送 –	適用対象旅行中に死亡した場合、当社は、
お客様の遺体を自宅に返送するのに必要な準備および移
動手段を手配します。

24 時間トラベル・アシスタンス・サービス

24 時間法律アシスタンス	–	適用対象旅行中にお客様が法
律上の問題に遭遇した場合、当社は現地の法律専門家を
見つけるお手伝いをします。お客様が保釈金を納めるよう
求められた場合、または裁判手数料をすぐに支払うよう要
求された場合は、ご家族または友人の方からの資金振替で
お客様を支援します。

メッセージ サービス –	当社は、緊急メッセージをご家族、友
人、または仕事関係者にお送りします。当社は、お客様のメッ
セージのお届けがうまくいかなかった場合はお客様にお知ら
せし、メッセージが受領された場合もお客様に通知します。
また、当社は、お客様に代わり、適用対象旅行中いつでも、
非緊急電子メールまたは電話メッセージをお伝えします。

言語通訳サービス	–	当社は、主要言語の通訳サービスを
提供し、必要に応じて、お客様に現地の適切なサービスを
照会します。

緊急送金	–	追加資金を必要とする医療または旅行緊急時に
は、当社は、ご自宅または友人や家族からお客様の資金
の	緊急送金	( 電信送金、トラベラーズチェックなど)	の手配
をお手伝いします。

旅行前のトラベル サービス	–	当社は、24	時間体制で情報を
提供し、予定されている適用対象旅行に関する以下について
の支援および助言を行います :	パスポートおよび査証情報、
必要条件と再発行。旅行中の健康情報または勧告。ワクチ
ンの推奨および必要条件。政府機関の連絡先	( 大使館、領
事館、およびその他の政治局や機関 )。天気および通貨情報。

渡航書類と切符の再発行 –	重要な渡航書類	( パスポートお
よび査証 )	の紛失または盗難時に、当社は、該当文書が
確実に再発行されるようお客様を支援します。また、航空
機やその他の旅行切符の紛失または盗難時にもお客様を
支援します。当社は、損害の報告、切符の再発行、この目
的で必要となる金銭の入手について、お客様を支援します	
( 資金はお客様が提供するものとする )。

コンシェルジェ・サービス
•	 レストラン、お買い物、ホテルの推奨 /予約
•	 現地交通手段	(レンタカー、リムジンなど)	情報と予約
•	 スポーツ、劇場、ナイト	ライフ、および催物情報	(ス
ポーツ、得点、株式市況、贈物の提案など)、推奨
とチケット発行

•	 ゴルフ	コース情報、照会、推奨、およびスタート時間
•	 紛失または遅延手荷物の返還についての追跡と支援

ビジネス サービス
•	 緊急連絡およびビジネス	コミュニケーション	アシス
タンス

•	 以下のようなビジネス	サービスを見つける支援 :	速
配 / 宅配サービス、ネットカフェ、印刷・コピー	サー
ビス

•	 電話会議およびウェブ会議の支援または手配
•	 顧客、仕事関係者、およびその他の方々への緊急メッ
セージ送受信	( 電話、ファックス、電子メール、テキ
ストなど)

•	 リアルタイムの天気、旅行遅延、およびフライト状況
•	 機器の修理 /交換、保証サービスなど、世界各国の
ビジネス電話番号案内サービス

•	 緊急時の旅行手配

旅行者が遭遇する不運な状況について、アシスタンス会社
は支援と助言を提供するよう努めていますが、同社の制御
を超える手配可能性や状況により、即時解決が不可能な場
合があります。アシスタンス会社は、お客様に適切な医療
および法律専門家を照会するため、あらゆる妥当な努力を
します。保険業者、アシスタンス会社、Travelex	共に、お
客様が受ける一切の診療またはサービスの手配可能性、
品質、数量、または結果、あるいはお客様が診療を確保
または受診できないことについては責任を負いません。
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支払い申請手続き 
保険金の即時支払いを促進するために :

旅行取り消し : 報告の遅延により生じる適用対象外の費用を
回避するため、お客様の旅行業者および本「補償明細」内
に記載されている保険金支払事務担当者に「すぐに」連絡
し、お客様の旅行取り消しについて報告してください。その
後、お客様および担当医に記入していただく適切な用紙を
入手する方法について、保険金支払事務担当者がお客様
にお知らせします。

お客様が、取り消すことが必要となってから	72	時間以内に
旅行の取り消しについて適切な旅行業者および保険金支払
事務担当者に通知しなかった場合、当社は、取り消すこと
が必要となった時点でお客様に課される取り消し手数料の
みを支払います。お客様が、医療的に	72	時間以内に旅行
の取り消しについて適切な旅行業者および保険金支払事務
担当者に通知できなかった場合は、医療的に可能になった
後できるだけ早く通知しなければなりません。

旅行中断 : 病気または事故が発生した国の担当医から診断
書を入手してください。この診断書には、診断内容の全容と、
該当の病気または事故にいおり契約対象日における旅行を
不可能にしたことが記載されている必要があります。未使
用の乗車・乗船・搭乗券、公式な領収書などをすべて提
出してください。

旅行遅延 あらゆる追加費用	( 食事代、宿泊費など)	の領収
書を入手し、確認のために遅延の原因となった出来事や機
関からの書類	( 運輸業者、警察調書など)	と共に提出してく
ださい。

手荷物 :所持品の損害、盗難、または損傷が発生した場
合は、ホテル支配人、ツアー	マネージャーまたは担当者、
交通局関係者、または現地警察にすぐに連絡し、	出来事を
報告して供述書を入手してください。損害が運輸業者の責
任である場合は、まず責任当事者	( つまり、	航空会社、船
旅会社、鉄道会社など)	に支払い申請を提出してください。
損害証明書、領収書などと共に、お客様の支払い申請の
結果の写しを提出してください。

医療費用 : サービスなどのプロバイダーから	支払金額を示
す領収書と、診断結果と治療内容を記載したインシデント	
レポートを入手してください。お客様が登録されている医
療保険または「その他の有効かつ回収可能な保険」のプ
ランから当社が資金を回収できるよう、お客様の保険情報
を当社に提出してください。

本プランは	Travelex	Insurance	Services,	Inc.	により考案さ
れているものです。

旅行保険の保険業者は、保険証券 /被保険者証書式シリー
ズ	TAHC5000	に基づき、Transamerica	Casualty	Insurance	
Company	( オハイオ州コロンバス )、	NAIC	#10952	( 別途記
されている場合を除き全州 )	です。カリフォルニア州、ハワ
イ州、ネブラスカ州、ニューハンプシャー州、ペンシルバ
ニア州、テネシー州、およびテキサス州では、保険証券 /
被保険者証書式シリーズ	TAHC5100	および	TAHC5200。イ
リノイ州、インディアナ州、カンザス州、ルイジアナ州、オ
ハイオ州、オレゴン州、バーモント州、ワシントン州、お
よびワイオミング州では、保険証券書式番号	TAHC5100IPS	
および	TAHC5200IPS。一部補償は、TAHC6000	 および	
TAHC7000	で規定されています。

適用対象旅行には、本「補償明細」を携帯してください。
本書は簡略版の補償明細で、適用内容とお客様への支払
いが可能な補償金額の概要が述べられています。お客様の
州に提出された書式については、www.travelexinsurance.
com/SBPlans.aspx	をご覧になるか、	イリノイ州、インディ
アナ州、カンザス州、ルイジアナ州、オハイオ州、オレゴ
ン州。バーモント州、ワシントン州、およびワイオミング
州のお客様の個人保険証券またはその他すべての州のお
客様の団体保険被保険者証を入手するには	+1-888-246-
4967	までご連絡ください。お客様の個人保険証券または
団体保険被保険者証には、お客様の補償のすべての諸条
件が記載されています。旅行補償プランの購入前に支払い
請求することになった出来事に遭遇した場合、補償は供給
されません。

本プランは、適用対象旅行に対して保険の補償を提供す
るものです。旅行保険の購入は、その他一切の商品また
はサービスを旅行業者から購入するために必要でありませ
ん。同様な給付金を供給する補償をお客様が既にお持ち
の場合もあり、本補償の条件と既存の補償とを比較いただ
くことも考えられます。現在お持ちの補償について不明な
点がある場合は、お客様の保険業者または保険代理店に
お問い合わせください。旅行業者が、旅行保険の給付金、
除外事項、または条件に関するご質問に回答することは
できません。Travelex	Insurance	Services,	Inc.	9140	West	
Dodge	Road,	Suite	300,	Omaha,	NE	68114	U.S.A.	フリーダ
イヤル	+1-888-246-4967	
電子メール :	customerservice@travelexinsurance.com.

カ リ フ ォ ル ニ ア 州 居 住 者 :	California	Insurance	
Department:	カスタマー・ホットラインのフリーダイヤル		
+1-800-927-7357	Travelex	CA	Agency	License	#0D10209

メリーランド州居住者 :	Maryland	Department	of	Insurance	
に苦情を申し立てるには、+1-800-492-6116	に電話するか、
www.mdinsurance.state.md.us	をご覧ください。

ニューヨーク州居住者 :	免許を持つプロデューサーが、保
険業者の代理として販売します。プロデューサーに支払わ
れる報酬は、選択した保険契約、プロデューサーの労力ま
たは取引規模によって異なる場合があります。購入者は、
法律により別途提供されている場合を除き、プロデューサー
の報酬に関する情報を要求および入手できます。
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プランに関するご質問
1-888-246-4967

月 - 金、午前	8	時	～	午後	5	時	( 米国中部時間 )

緊急トラベル・アシスタンス 
& コンシェルジェ・サービス
米国およびカナダ国内 :1-855-878-9582	

米国およびカナダカナダ以外 :	603-328-1322
年中無休

申請に関するご質問と 
状況確認
1-888-526-0260

月 - 金、午前	7	時	～	午後	7	時	( 米国中部時間 )

お客様のプラン番号をお伝えください :	SDW-0115	

申請用紙は下記のサイトからダウンロードできます :
http://www.travelexinsurance.com/SBClaims/

必要事項を記入した申請用紙の送付先 :	
Transamerica	Claims	Administration
Travelex	Claims	Department

4600	Witmer	Industrial	Estates,	Suite	6
Niagara	Falls,	NY	14305	U.S.A.
ファックス :	1-877-367-2496


