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幼児・児童・生徒総合補償制度のご案内（団体総合生活保険）

カンガルー保険

全国国立大学附属学校PTA連合会 http://www.zenfuren.org 全 附 連 検 索

• 加入対象者
（被保険者ご本人

保険の対象となる方ご本人）
①全国国立大学附属学校園に在籍の幼児・児童・生徒
②本制度にご加入いただいた上記①の兄弟で、公・私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に

通われている幼児・児童・生徒（ご加入時に満3歳以上から満18歳以下の方に限ります）

• 保険期間 2020年4月1日 午後4時より2021年4月1日 午後4時までの1年間
※2020年3月19日（木）必着で、加入依頼書をご返送いただきますと、2020年4月1日午後4時より補償が開始します。

それ以降はご返送いただく時期により補償開始時期と保険料が異なりますのでご注意ください。

• 申込締切日 2020年3月19日（木）必着　保険料引落日 2020年6月29日（月）
※上記締切日以降の中途加入も可能です。詳細は本パンフレットP.4「申込締切日」をご確認ください。

ご加入内容に関する大切なお知らせ
＊現在ご加入の方は必ずお読みくださいますようお願いいたします。
現在ご加入の方につきましては、上記申込締切日までに、ご加入者の方からの特段のお申し出または保険会社
からの連絡がない限り、当団体は今年度パンフレット等に記載の保険料・補償内容にて、保険会社に保険契約
を申し込みます。なお、本内容をご了承いただける方につきましては、特段のご加入手続きは不要です。

ご加入内容をご確認ください。
今回ご加入頂く内容に一部改定があります。補償内容・保
険料等の主な改定点は別紙のとおりとなりますので、今年
度の募集パンフレット等とあわせてご確認ください。

全国国立大学附属学校園の
幼児・児童・生徒 保護者の皆様へ

全国国立大学附属学校PTA連合会がおすすめする保険です！

要保存
2020年度

保険料
▼

約50％割引！
・団体割引30％
・損害率による割引25％

（天災危険補償保険料は除く）
・大口団体契約割引10％

（傷害補償基本特約保険料にのみ適用）

全国国立大学附属学校PTA連合会が契約者の
団体契約なので保険料が約50％割引！

Point

簡単なご加入手続き
翌年以降、卒業年まで原則自動更新

お子様の病気による入院も補償
（SS・S・Aタイプのみ）

疾病入院・手術の保険料は生命保険料控除の対象となります。

自転車事故も補償

他人への賠償責任も補償
（全タイプ）

お子様はもちろんご家族も保険の対象となります。

熱中症や細菌性食中毒も補償
（全タイプ）

中途加入も可能

安心の
24時間

補償
（全タイプ）

賠償責任補償全件
示談交渉

サービス付き！

Point 万が一のときにも安心！

※ 示談交渉は、国内での事故（訴訟
が国外の裁判所に提起された場合
等を除きます。）に限ります。

お問合せ先【取扱代理店】
海上商事株式会社

TEL：0120-745-748（カンガルー保険専用フリーダイヤル）
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-11-15 新宿東京海上日動ビルディング
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全国国立大学附属学校園に
在籍のお子様 SSタイプ Sタイプ Aタイプ Bタイプ Cタイプ

公私立に通われている
ご兄弟 SS1タイプ S1タイプ A1タイプ B1タイプ C1タイプ

年間保険料⇨
（1名あたり） 21,000円 17，000円 12，400円 10，300円 5，900円

個人賠償
責任補償

●お子様やそのご家族が他人に損害を与えた場合
日本国内外を問わず右記のような日常生活における偶然な事故（自転車
による事故も含みます）により他人にケガをさせたり、他人の物を壊し
てしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)＊1
を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を
負った場合に保険金をお支払いします。お子様ご本人だけでなく、その
ご家族（同居の親族等）＊2も保険の対象になります。
＊1　携帯電話、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等は受託品に含まれません。
＊2　詳細は本ページの最下段をご参照ください。
※同じスポーツをプレー中の者に対する法律上の賠償責任は通常発生しません。
また、被保険者が法律上の賠償責任を負わない場合は補償の対象になりません。
※自動車・バイクなどの所有・使用による賠償事故は対象となりません。

個人賠償責任
1事故・限度額

免責金額（自己負担額）
0円

※注1

1億円 1億円 1億円 1億円 1億円

ケガの補償

●お子様がケガをした場合 入院・通院１日目から補償します。
日本国内外を問わず以下のような「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガで①通院をされたとき②入院を
されたとき③手術をされたとき④亡くなられたとき⑤後遺障害が生じたときに保険金をお支払いします。
学校園内でのケガはもちろん、ご自宅に帰ってからや休日のケガも補償します。

校内で階段を踏みはずした 通学中に車にはねられた 自転車で転んでケガをした

入院保険金日額
（180日限度） 6，000円 5，000円 5，000円 4，500円 2，500円

手術保険金※注2
上記入院保険金日額の

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

通院保険金日額
（90日限度） 4，500円 4，000円 3，000円 3，000円 2，000円

死亡・後遺障害保険金 417万円 335万円 187万円 91万円 89万円

病気の補償
SS・Ｓ・Ａ

タイプ

●日本国内外を問わずお子様が病気になられた場合
①お子様が病気の治療のための1泊2日以上の入院を補償します。ただし、同一の病気によ

る入院＊1に対しては60日が限度となります。
②お子様が病気の治療のため所定の手術＊2を受けた場合、または放射線治療＊3を受けた場

合に保険金をお支払いします。
＊1 次に該当する場合は、後の疾病は前の疾病と異なるものとみなします。

・入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に、再びその疾病の入院治療が必要となったとき。
＊2  傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術（時期を同じくして2種

類以上の手術を受けた場合等）があります。
＊3  血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支

払を限度とします。

①入院医療保険金
日額
（60日限度）

5，000円 5，000円 5，000円 － －
②手術医療保険金

手術の種類に応じて右記
金額の1倍（入院中の手術、
放射線治療）または0.5倍

（入院中以外の手術）※注3

50，000円 50，000円 50，000円 － －

育英費用
SSタイプ

●扶養者の方に万が一のことがあった場合 （あらかじめ扶養者＊1の方を指定していただきます。）
扶養者のケガによる死亡・重度後遺障害により扶養されなくなった場合に、保険金（一時金）をお支払いします。
＊1　 被保険者の親権者であり、かつ、被保険者の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、被保険者の

生計を主に支えている者。

育英費用保険金額 500万円 － － － －

特約補償
（ケガの補償

の特約）

●細菌性食中毒等補償
細菌性食中毒等によるお子様の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。
細菌性食中毒等とは、ボツリヌス菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌等による細菌性食中毒お
よびノロウイルス等によるウイルス性食中毒をいいます。

細菌性食中毒等補償 ○ ○ ○ ○ ○
●熱中症補償

熱中症（日射または熱射による身体の障害）によるお子様の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。 熱中症補償 ○ ○ ○ ○ ○
●特定感染症補償：SS・S・A・Bタイプ

特定感染症＊1（Ｏ-157を含みます）による、後遺障害、入院、通院を補償します。
（死亡保険金・手術保険金はお支払の対象となりません）
＊1　 特定感染症の定義については、「補償の概要等」をご確認ください。

特定感染症補償
O-157・SARSなど ○ ○ ○ ○ －

●地震補償：SS・S・Bタイプ
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じたケガによるお子様の
死亡、後遺障害、入院、手術、通院保険金を補償します。

傷害地震補償
（天災危険補償特約

（傷害用））
○ ○ － ○ －

母が誤ってデパートで売場
の商品をこわしてしまった

自転車で通行人に
ケガをさせた

示談交渉サービス、
全件付帯！（国内のみ）

病気入院を1泊2日か
ら補償します。
新型インフルエンザに
よる入院にも対応

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償内容」をご覧ください。
※下記補償は、全て国内外補償となります。賠償責任補償の示談交渉は国内での事故に限ります。

こんなとき保険金をお支払いします

●この保険契約に適用される過去の損害率による割引率は全国国立大学附属学校PTA連合会における実績損害率に基づいて算出されております。
●ご加入頂けるタイプは各タイプとも1名様当たり1口のみとなります。
●個人賠償責任補償の「保険の対象となる方」

ご本人、ご本人の配偶者、ご本人もしくは親権者またはご本人の配偶者の同居のご親族＊1、ご本人もしくは親権者またはご本人の配偶者の別居の未婚＊2のお子様
＊1　6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます（配偶者を含みません）。　＊2　これまでに婚姻歴がないことをいいます。
※ご本人とは、表紙に記載の「加入対象者」に該当し、かつ、加入依頼書等に「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」として記載された方をいいます。
※ 保険の対象となる方（被保険者）の配偶者について、法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（婚約とは異なります。）に

ある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をす
べて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。
a.婚姻意思を有すること（戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。）。
b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。

※保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※ 賠償責任に関する補償において、ご本人の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者も保険の対象となる方に含みます（代理監督義務者については、

ご本人に関する事故に限ります。）。また、ご本人以外の上記の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、責任無能力者の親権者、その他の法定の監督義務
者および代理監督義務者（責任無能力者の配偶者または親族に限ります。）も保険の対象となる方に含みます（責任無能力者に関する事故に限ります。）。

地震で
ケガをした
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全国国立大学附属学校園に
在籍のお子様 SSタイプ Sタイプ Aタイプ Bタイプ Cタイプ

公私立に通われている
ご兄弟 SS1タイプ S1タイプ A1タイプ B1タイプ C1タイプ

年間保険料⇨
（1名あたり） 21,000円 17，000円 12，400円 10，300円 5，900円

個人賠償
責任補償

●お子様やそのご家族が他人に損害を与えた場合
日本国内外を問わず右記のような日常生活における偶然な事故（自転車
による事故も含みます）により他人にケガをさせたり、他人の物を壊し
てしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)＊1
を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を
負った場合に保険金をお支払いします。お子様ご本人だけでなく、その
ご家族（同居の親族等）＊2も保険の対象になります。
＊1　携帯電話、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等は受託品に含まれません。
＊2　詳細は本ページの最下段をご参照ください。
※同じスポーツをプレー中の者に対する法律上の賠償責任は通常発生しません。
また、被保険者が法律上の賠償責任を負わない場合は補償の対象になりません。
※自動車・バイクなどの所有・使用による賠償事故は対象となりません。

個人賠償責任
1事故・限度額

免責金額（自己負担額）
0円

※注1

1億円 1億円 1億円 1億円 1億円

ケガの補償

●お子様がケガをした場合 入院・通院１日目から補償します。
日本国内外を問わず以下のような「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガで①通院をされたとき②入院を
されたとき③手術をされたとき④亡くなられたとき⑤後遺障害が生じたときに保険金をお支払いします。
学校園内でのケガはもちろん、ご自宅に帰ってからや休日のケガも補償します。

校内で階段を踏みはずした 通学中に車にはねられた 自転車で転んでケガをした

入院保険金日額
（180日限度） 6，000円 5，000円 5，000円 4，500円 2，500円

手術保険金※注2
上記入院保険金日額の

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

通院保険金日額
（90日限度） 4，500円 4，000円 3，000円 3，000円 2，000円

死亡・後遺障害保険金 417万円 335万円 187万円 91万円 89万円

病気の補償
SS・Ｓ・Ａ

タイプ

●日本国内外を問わずお子様が病気になられた場合
①お子様が病気の治療のための1泊2日以上の入院を補償します。ただし、同一の病気によ

る入院＊1に対しては60日が限度となります。
②お子様が病気の治療のため所定の手術＊2を受けた場合、または放射線治療＊3を受けた場

合に保険金をお支払いします。
＊1 次に該当する場合は、後の疾病は前の疾病と異なるものとみなします。

・入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に、再びその疾病の入院治療が必要となったとき。
＊2  傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術（時期を同じくして2種

類以上の手術を受けた場合等）があります。
＊3  血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支

払を限度とします。

①入院医療保険金
日額
（60日限度）

5，000円 5，000円 5，000円 － －
②手術医療保険金

手術の種類に応じて右記
金額の1倍（入院中の手術、
放射線治療）または0.5倍

（入院中以外の手術）※注3

50，000円 50，000円 50，000円 － －

育英費用
SSタイプ

●扶養者の方に万が一のことがあった場合 （あらかじめ扶養者＊1の方を指定していただきます。）
扶養者のケガによる死亡・重度後遺障害により扶養されなくなった場合に、保険金（一時金）をお支払いします。
＊1　 被保険者の親権者であり、かつ、被保険者の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、被保険者の

生計を主に支えている者。

育英費用保険金額 500万円 － － － －

特約補償
（ケガの補償

の特約）

●細菌性食中毒等補償
細菌性食中毒等によるお子様の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。
細菌性食中毒等とは、ボツリヌス菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌等による細菌性食中毒お
よびノロウイルス等によるウイルス性食中毒をいいます。

細菌性食中毒等補償 ○ ○ ○ ○ ○
●熱中症補償

熱中症（日射または熱射による身体の障害）によるお子様の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。 熱中症補償 ○ ○ ○ ○ ○
●特定感染症補償：SS・S・A・Bタイプ

特定感染症＊1（Ｏ-157を含みます）による、後遺障害、入院、通院を補償します。
（死亡保険金・手術保険金はお支払の対象となりません）
＊1　 特定感染症の定義については、「補償の概要等」をご確認ください。

特定感染症補償
O-157・SARSなど ○ ○ ○ ○ －

●地震補償：SS・S・Bタイプ
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じたケガによるお子様の
死亡、後遺障害、入院、手術、通院保険金を補償します。

傷害地震補償
（天災危険補償特約

（傷害用））
○ ○ － ○ －

母が誤ってデパートで売場
の商品をこわしてしまった

自転車で通行人に
ケガをさせた

示談交渉サービス、
全件付帯！（国内のみ）

病気入院を1泊2日か
ら補償します。
新型インフルエンザに
よる入院にも対応

ご加入タイプ（保険金額） ※下記年間保険料は、上記
　割引適用後の保険料です。

※注1　情報機器等に記録された情報の損壊については、500万円を支払限度とします。
※注2　傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
※注3　お支払いの対象外の手術や放射線治療、お支払回数等については、後記「補償の内容」をご確認ください。
＊1　 保険料は被保険者（ご本人）の職種級別によって異なります。記載の保険料は職種級別A（学生・生徒等）の方を対象としたものです。お子様（被保険者-保険の

対象となる方）が、アルバイト等で継続的に以下の6職種（※）のいずれかに従事される場合は、職種級別Bとなり保険料が異なります。詳細につきましては、
取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください（ご加入後に該当することとなった場合も、遅滞なくご連絡いただきますようお願いいたします。）。

（※）「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」
●記載の保険料は1名分です。ご兄弟の加入により複数名ご加入頂く場合は、人数分の保険料が必要です。
● 公私立に通われているご兄弟の加入についてのご注意

全国国立大学付属学校園に通われているお子様のご加入が必須となります。
公私立に通われているご兄弟で、上記ご兄弟向けプランにご加入の方が期中で国立大学付属学校園に転校される場合は、必ず代理店へご連絡ください。

おすすめ
【保険期間：1年間、団体割引：30％、損害率による割引：25％、大口団体契約割引：10％、職種級別＊1：A】
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全国国立大学附属学校園に
在籍のお子様 SSタイプ Sタイプ Aタイプ Bタイプ Cタイプ

公私立に通われている
ご兄弟 SS1タイプ S1タイプ A1タイプ B1タイプ C1タイプ

年間保険料⇨
（1名あたり） 21,000円 17，000円 12，400円 10，300円 5，900円

個人賠償
責任補償

●お子様やそのご家族が他人に損害を与えた場合
日本国内外を問わず右記のような日常生活における偶然な事故（自転車
による事故も含みます）により他人にケガをさせたり、他人の物を壊し
てしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)＊1
を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を
負った場合に保険金をお支払いします。お子様ご本人だけでなく、その
ご家族（同居の親族等）＊2も保険の対象になります。
＊1　携帯電話、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等は受託品に含まれません。
＊2　詳細は本ページの最下段をご参照ください。
※同じスポーツをプレー中の者に対する法律上の賠償責任は通常発生しません。
また、被保険者が法律上の賠償責任を負わない場合は補償の対象になりません。
※自動車・バイクなどの所有・使用による賠償事故は対象となりません。

個人賠償責任
1事故・限度額

免責金額（自己負担額）
0円

※注1

1億円 1億円 1億円 1億円 1億円

ケガの補償

●お子様がケガをした場合 入院・通院１日目から補償します。
日本国内外を問わず以下のような「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガで①通院をされたとき②入院を
されたとき③手術をされたとき④亡くなられたとき⑤後遺障害が生じたときに保険金をお支払いします。
学校園内でのケガはもちろん、ご自宅に帰ってからや休日のケガも補償します。

校内で階段を踏みはずした 通学中に車にはねられた 自転車で転んでケガをした

入院保険金日額
（180日限度） 6，000円 5，000円 5，000円 4，500円 2，500円

手術保険金※注2
上記入院保険金日額の

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

通院保険金日額
（90日限度） 4，500円 4，000円 3，000円 3，000円 2，000円

死亡・後遺障害保険金 417万円 335万円 187万円 91万円 89万円

病気の補償
SS・Ｓ・Ａ

タイプ

●日本国内外を問わずお子様が病気になられた場合
①お子様が病気の治療のための1泊2日以上の入院を補償します。ただし、同一の病気によ

る入院＊1に対しては60日が限度となります。
②お子様が病気の治療のため所定の手術＊2を受けた場合、または放射線治療＊3を受けた場

合に保険金をお支払いします。
＊1 次に該当する場合は、後の疾病は前の疾病と異なるものとみなします。

・入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に、再びその疾病の入院治療が必要となったとき。
＊2  傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術（時期を同じくして2種

類以上の手術を受けた場合等）があります。
＊3  血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支

払を限度とします。

①入院医療保険金
日額
（60日限度）

5，000円 5，000円 5，000円 － －
②手術医療保険金

手術の種類に応じて右記
金額の1倍（入院中の手術、
放射線治療）または0.5倍

（入院中以外の手術）※注3

50，000円 50，000円 50，000円 － －

育英費用
SSタイプ

●扶養者の方に万が一のことがあった場合 （あらかじめ扶養者＊1の方を指定していただきます。）
扶養者のケガによる死亡・重度後遺障害により扶養されなくなった場合に、保険金（一時金）をお支払いします。
＊1　 被保険者の親権者であり、かつ、被保険者の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、被保険者の

生計を主に支えている者。

育英費用保険金額 500万円 － － － －

特約補償
（ケガの補償

の特約）

●細菌性食中毒等補償
細菌性食中毒等によるお子様の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。
細菌性食中毒等とは、ボツリヌス菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌等による細菌性食中毒お
よびノロウイルス等によるウイルス性食中毒をいいます。

細菌性食中毒等補償 ○ ○ ○ ○ ○
●熱中症補償

熱中症（日射または熱射による身体の障害）によるお子様の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。 熱中症補償 ○ ○ ○ ○ ○
●特定感染症補償：SS・S・A・Bタイプ

特定感染症＊1（Ｏ-157を含みます）による、後遺障害、入院、通院を補償します。
（死亡保険金・手術保険金はお支払の対象となりません）
＊1　 特定感染症の定義については、「補償の概要等」をご確認ください。

特定感染症補償
O-157・SARSなど ○ ○ ○ ○ －

●地震補償：SS・S・Bタイプ
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じたケガによるお子様の
死亡、後遺障害、入院、手術、通院保険金を補償します。

傷害地震補償
（天災危険補償特約

（傷害用））
○ ○ － ○ －

母が誤ってデパートで売場
の商品をこわしてしまった

自転車で通行人に
ケガをさせた

示談交渉サービス、
全件付帯！（国内のみ）

病気入院を1泊2日か
ら補償します。
新型インフルエンザに
よる入院にも対応

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償内容」をご覧ください。
※下記補償は、全て国内外補償となります。賠償責任補償の示談交渉は国内での事故に限ります。

こんなとき保険金をお支払いします

●この保険契約に適用される過去の損害率による割引率は全国国立大学附属学校PTA連合会における実績損害率に基づいて算出されております。
●ご加入頂けるタイプは各タイプとも1名様当たり1口のみとなります。
●個人賠償責任補償の「保険の対象となる方」

ご本人、ご本人の配偶者、ご本人もしくは親権者またはご本人の配偶者の同居のご親族＊1、ご本人もしくは親権者またはご本人の配偶者の別居の未婚＊2のお子様
＊1　6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます（配偶者を含みません）。　＊2　これまでに婚姻歴がないことをいいます。
※ご本人とは、表紙に記載の「加入対象者」に該当し、かつ、加入依頼書等に「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」として記載された方をいいます。
※ 保険の対象となる方（被保険者）の配偶者について、法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（婚約とは異なります。）に

ある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をす
べて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。
a.婚姻意思を有すること（戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。）。
b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。

※保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※ 賠償責任に関する補償において、ご本人の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者も保険の対象となる方に含みます（代理監督義務者については、

ご本人に関する事故に限ります。）。また、ご本人以外の上記の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、責任無能力者の親権者、その他の法定の監督義務
者および代理監督義務者（責任無能力者の配偶者または親族に限ります。）も保険の対象となる方に含みます（責任無能力者に関する事故に限ります。）。

地震で
ケガをした
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全国国立大学附属学校園に
在籍のお子様 SSタイプ Sタイプ Aタイプ Bタイプ Cタイプ

公私立に通われている
ご兄弟 SS1タイプ S1タイプ A1タイプ B1タイプ C1タイプ

年間保険料⇨
（1名あたり） 21,000円 17，000円 12，400円 10，300円 5，900円

個人賠償
責任補償

●お子様やそのご家族が他人に損害を与えた場合
日本国内外を問わず右記のような日常生活における偶然な事故（自転車
による事故も含みます）により他人にケガをさせたり、他人の物を壊し
てしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)＊1
を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を
負った場合に保険金をお支払いします。お子様ご本人だけでなく、その
ご家族（同居の親族等）＊2も保険の対象になります。
＊1　携帯電話、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等は受託品に含まれません。
＊2　詳細は本ページの最下段をご参照ください。
※同じスポーツをプレー中の者に対する法律上の賠償責任は通常発生しません。
また、被保険者が法律上の賠償責任を負わない場合は補償の対象になりません。
※自動車・バイクなどの所有・使用による賠償事故は対象となりません。

個人賠償責任
1事故・限度額

免責金額（自己負担額）
0円

※注1

1億円 1億円 1億円 1億円 1億円

ケガの補償

●お子様がケガをした場合 入院・通院１日目から補償します。
日本国内外を問わず以下のような「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガで①通院をされたとき②入院を
されたとき③手術をされたとき④亡くなられたとき⑤後遺障害が生じたときに保険金をお支払いします。
学校園内でのケガはもちろん、ご自宅に帰ってからや休日のケガも補償します。

校内で階段を踏みはずした 通学中に車にはねられた 自転車で転んでケガをした

入院保険金日額
（180日限度） 6，000円 5，000円 5，000円 4，500円 2，500円

手術保険金※注2
上記入院保険金日額の

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

入院中以外（外来） ： 5倍
入 院 中 ：10倍

通院保険金日額
（90日限度） 4，500円 4，000円 3，000円 3，000円 2，000円

死亡・後遺障害保険金 417万円 335万円 187万円 91万円 89万円

病気の補償
SS・Ｓ・Ａ

タイプ

●日本国内外を問わずお子様が病気になられた場合
①お子様が病気の治療のための1泊2日以上の入院を補償します。ただし、同一の病気によ

る入院＊1に対しては60日が限度となります。
②お子様が病気の治療のため所定の手術＊2を受けた場合、または放射線治療＊3を受けた場

合に保険金をお支払いします。
＊1 次に該当する場合は、後の疾病は前の疾病と異なるものとみなします。

・入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に、再びその疾病の入院治療が必要となったとき。
＊2  傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術（時期を同じくして2種

類以上の手術を受けた場合等）があります。
＊3  血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支

払を限度とします。

①入院医療保険金
日額
（60日限度）

5，000円 5，000円 5，000円 － －
②手術医療保険金

手術の種類に応じて右記
金額の1倍（入院中の手術、
放射線治療）または0.5倍

（入院中以外の手術）※注3

50，000円 50，000円 50，000円 － －

育英費用
SSタイプ

●扶養者の方に万が一のことがあった場合 （あらかじめ扶養者＊1の方を指定していただきます。）
扶養者のケガによる死亡・重度後遺障害により扶養されなくなった場合に、保険金（一時金）をお支払いします。
＊1　 被保険者の親権者であり、かつ、被保険者の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、被保険者の

生計を主に支えている者。

育英費用保険金額 500万円 － － － －

特約補償
（ケガの補償

の特約）

●細菌性食中毒等補償
細菌性食中毒等によるお子様の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。
細菌性食中毒等とは、ボツリヌス菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌等による細菌性食中毒お
よびノロウイルス等によるウイルス性食中毒をいいます。

細菌性食中毒等補償 ○ ○ ○ ○ ○
●熱中症補償

熱中症（日射または熱射による身体の障害）によるお子様の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。 熱中症補償 ○ ○ ○ ○ ○
●特定感染症補償：SS・S・A・Bタイプ

特定感染症＊1（Ｏ-157を含みます）による、後遺障害、入院、通院を補償します。
（死亡保険金・手術保険金はお支払の対象となりません）
＊1　 特定感染症の定義については、「補償の概要等」をご確認ください。

特定感染症補償
O-157・SARSなど ○ ○ ○ ○ －

●地震補償：SS・S・Bタイプ
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じたケガによるお子様の
死亡、後遺障害、入院、手術、通院保険金を補償します。

傷害地震補償
（天災危険補償特約

（傷害用））
○ ○ － ○ －

母が誤ってデパートで売場
の商品をこわしてしまった

自転車で通行人に
ケガをさせた

示談交渉サービス、
全件付帯！（国内のみ）

病気入院を1泊2日か
ら補償します。
新型インフルエンザに
よる入院にも対応

ご加入タイプ（保険金額） ※下記年間保険料は、上記
　割引適用後の保険料です。

※注1　情報機器等に記録された情報の損壊については、500万円を支払限度とします。
※注2　傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
※注3　お支払いの対象外の手術や放射線治療、お支払回数等については、後記「補償の内容」をご確認ください。
＊1　 保険料は被保険者（ご本人）の職種級別によって異なります。記載の保険料は職種級別A（学生・生徒等）の方を対象としたものです。お子様（被保険者-保険の

対象となる方）が、アルバイト等で継続的に以下の6職種（※）のいずれかに従事される場合は、職種級別Bとなり保険料が異なります。詳細につきましては、
取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください（ご加入後に該当することとなった場合も、遅滞なくご連絡いただきますようお願いいたします。）。

（※）「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」
●記載の保険料は1名分です。ご兄弟の加入により複数名ご加入頂く場合は、人数分の保険料が必要です。
● 公私立に通われているご兄弟の加入についてのご注意

全国国立大学付属学校園に通われているお子様のご加入が必須となります。
公私立に通われているご兄弟で、上記ご兄弟向けプランにご加入の方が期中で国立大学付属学校園に転校される場合は、必ず代理店へご連絡ください。

おすすめ
【保険期間：1年間、団体割引：30％、損害率による割引：25％、大口団体契約割引：10％、職種級別＊1：A】
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加入依頼書         

到着締切日 
補償開始日 ＳＳタイプ Ｓタイプ Ａタイプ Ｂタイプ Ｃタイプ 

8月 14日 8月 15日 14,000円 11,350円 8,230円 6,900円 3,960円 

8月 31日 9月 1日 12,320円 9,970円 7,240円 6,040円 3,460円 

9月 14日 9月 15日 12,320円 9,970円 7,240円 6,040円 3,460円 

9月 30日 10月 1日 10,530円 8,520円 6,190円 5,160円 2,960円 

 

 

・11月以降の中途加入につきましては取扱代理店までお問合せください。 

・補償開始は開始日午後 4時からとなります。 

・お手続きの日にかかわらず、補償は 2021年 4月 1日午後 4時に終了となります。 

・翌年以降は、ご卒業されるまで、原則自動更新となります。 

 

●ご加入までの流れ 

 ①ページ上部のパンフレット及び保険料表をご確認の上、プランを決定して下さい。 

 ②加入に必要な書類をお取寄せ下さい。お電話またはＨＰ内お問合せフォームにて受け付けています。 

   

③必要書類（加入依頼書）にご記入、ご捺印のうえ返送して下さい。 

  ※加入依頼書到着日によって補償開始日及び保険料が異なりますのでご注意ください。   

 

●保険料のお支払い方法 

・ご加入に際してご登録いただく口座より引去落しとなります。 

・お引落しは保険開始月の翌々月 27日（9月開始は 11/27（金））となります。 

 

お問合せ先（取扱代理店） ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さいませ 

 

 

 

 

ＨＰ内お問合せフォームをご利用いただく場合 

→お問合せ内容に ①住所 ②カンガルー保険中途加入書類送付希望 とご入力ください。 

 

※C タイプには特定感染症補償が付帯されておりませんので、新型コロナウィルス感染症は対象外となります。 

 

 

海上商事株式会社 （担当：伊坂・夏目・芝田） 

住所：東京都渋谷区代々木 2-11-15 

   新宿東京海上日動ビルディング 

電話：0120-745-748（カンガルー保険専用フリーダイヤル） 

（平日 9時 00分～17時 30分） 
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2020年度 カンガルー保険 中途加入保険料表 
 


