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華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社    国外旅行人身意外傷害保険約款国外旅行人身意外傷害保険約款国外旅行人身意外傷害保険約款国外旅行人身意外傷害保険約款        総則総則総則総則    第一条第一条第一条第一条    当保険契約は、保険約款、保険契約書、保険証券、保険証書及び裏書等により構成されています。当保険契約に関係する約款は、すべて書面によります。 第二条第二条第二条第二条    被保険者の範囲は、満 1歳（「用語の定義」第一条を参照）から満 75歳（１歳及び75 歳を含む）までの、健康で、かつ正常に就業あるいは正常に生活できる人で、なおかつ、旅行団体に参加するか、または個人的に中華人民共和国の国境外(「用語の定義」第二条を参照)を旅行する人に限ります。 第三条第三条第三条第三条    保険契約者は、次に掲げる者に限ります。 （一） 完全な民事行為能力を有する被保険者本人、被保険者に対して、保険利益を有するその他の者。或いは （二） 被保険者に対して、保険利益を有する機関、企業、事業団体及び社会団体。 第四条第四条第四条第四条    （（（（一一一一））））死亡保険金受取人死亡保険金受取人死亡保険金受取人死亡保険金受取人    保険契約締結の際、被保険者或は保険契約者は、一名或は数名を死亡保険金受取人に指定することができます。死亡保険金受取人が複数である場合、その受取順序及び受取金額の割合等を定めなければならず、受取金額の割合について定めのない場合は、それぞれの死亡保険金受取人が同等な割合で保険金を受け取る権利を有します。保険契約者が受取人を指定する際、必ず被保険者の承認を得なければなりません。 被保険者死亡後、次のいずれかに該当する場合、保険金は被保険者の遺産とし、《中華人民共和国相続法》の規定に基づいて保険会社が保険金を支払います。 （1）受取人を定めなかったか、或は受取人の指定が不明なため、確定できない場合。 （2）受取人が被保険者よりも先に死亡し、その他の受取人がいない場合。 （3）受取人が法律に基づき、受取りの権利を喪失したか、または受取りの権利を放棄し、その他の受取人がいない場合。 受取人と被保険者が同一事件により死亡し、その死亡順序が確定できない場合、受取人が先に死亡したことと推定します。 被保険者或は保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができますが、保険会社（「用語の定義」第三条を参照）に対して書面で通知する必要があり、かつ、保険会社が当保険契約書にその旨を注記しなければなりません。死亡保険金受取人変更により生じた法律紛争について、保険会社は一切責任を負いません。 保険契約者が死亡保険金受取人を指定、または変更する場合、被保険者の書面による承認を得なければなりません。被保険者が民事行為能力を有しないか、或は限定された民事行為能力を有する者である場合、その後見人が死亡保険金受取人を指定、または変更しなければなりません。 （（（（二二二二））））傷害或傷害或傷害或傷害或はははは火傷火傷火傷火傷によるによるによるによる傷害保険金傷害保険金傷害保険金傷害保険金のののの受取人受取人受取人受取人 特約が付帯された場合を除いては、当保険契約における傷害或は火傷による傷害保険金の受取人は、被保険者本人とします。  
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補償内容補償内容補償内容補償内容    第五条第五条第五条第五条    保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国外に旅行した際、偶然な傷害（「用語の定義」第四条を参照）を被り、その直接の結果として死亡、傷害或は火傷が生じた場合、保険会社は次の約款の規定に従い、保険金を支払います。 （（（（一一一一））））死亡保険責任死亡保険責任死亡保険責任死亡保険責任    保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国外を旅行した際、偶然な傷害事故に遭遇し、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日から 180 日以内に、死亡した場合、保険会社は保険金額全額を死亡保険金として支払い、その被保険者に対する保険責任を終了します。 保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国外を旅行した際、偶然な傷害事故に遭遇し、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日から行方不明となり、後に人民裁判所によって死亡と宣告された場合、保険会社は保険金額全額を死亡保険金として支払います。但し、被保険者が死亡を宣告された後、生還した場合、保険金受取人は被保険者の生還を知った日から、或いは知ったはずの日から 30 日以内に保険会社が支払った死亡保険金を返還しなければなりません。 被保険者の死亡前に、保険会社が「本条第二条と第三条」に定められた傷害、火傷（「用語の定義」第五条を参照）による保険金を既に支払った場合、死亡保険金は既に支払った保険金を差し引いて支払います。 （（（（二二二二））））障害保険責任障害保険責任障害保険責任障害保険責任    保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国外を旅行した際、意外傷害事故に遭遇し、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日から 180 日以内に、当保険契約の付録《人身保険障害程度及び保険金支払区分表》（《支払区分表一》と略す）に記載された障害の一項目が発生した場合、保険会社は該当表の支払比率に、保険金額を乗じた金額を障害保険金として支払います。第 180 日目に治療が完了しなかった場合、当日の身体状況に基づいて障害鑑定を行い、その結果に基づいて障害保険金を支払います。 １、被保険者が同一の偶然の傷害事故により、一項目以上の障害が生じた場合、保険会社は各項目に対する障害保険金の合計額を支払いますが、支払総額は保険金額以内とします。異なった障害項目が同時（「用語の定義」第六条を参照）に生じた場合、支払比率の一番高い種別の障害保険金のみを支払います。 2、被保険者が、当該の偶然な事故に遭遇する以前に既に障害が存在した場合、保険会社は合併後の障害程度の《支払区分表一》に該当する支払比率により障害保険金を支払いますが、お支払する保険金は既存の障害程度の《支払区分表一》における障害保険金を差し引いた残額とします。 （（（（三三三三））））火傷保険責任火傷保険責任火傷保険責任火傷保険責任 保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国外を旅行した際、偶然の傷害事故に遭遇し、事故の発生の日から 180 日以内に、当該の偶然の傷害事故を直接の原因として、当保険契約の付録《三度火傷及び支払区分表》に記載された障害の一種が生じた場合、保険会社は当該表の支払比率に、保険証券或は保険証書記載の保険金額を乗じた金額を火傷保険金として支払います。治療が完了しなかった場合、事故の発生の日から第 180日目の身体状況により障害認定を行い、その結果に基づいて火傷保険金を支払います。 被保険者が、同一の偶然な傷害事故により、《三度火傷及び支払区分表》記載の二種以上の障害が生じた場合、保険会社は各項目の火傷保険金の合計額を支払います。 当該の偶然な傷害事故により発生した障害が、以前の偶然な傷害事故を原因とする傷
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害事故と合併し、その結果として、更に重度の火傷保険金を受け取ることが可能となった者に対しては、更に重度の障害項目基準に準じ、保険金を支払いますが、前回の火傷保険金（被保険者が保険契約を締結する前の偶然な事故によるもの、或は責任免除事項による《三度火傷及び支払区分表》記載の障害に該当する火傷保険金、或は保険会社が既に支払った火傷保険金を全て前回の偶然な火傷保険金とする）を控除した残額とします。 （（（（四四四四））））選択可能選択可能選択可能選択可能なななな保険責任保険責任保険責任保険責任    保険契約者は、保険契約に特約を付帯する形で、決まった保険責任以外の保険責任を追加でき、保険会社はこの特約に準じ、被保険者が次に掲げる状況または期間中に偶然な傷害を被り、死亡、障害、火傷が生じた場合、当条項一～三条の約定に基づき、保険金を支払います。 １．屋外運動及びレジャー：被保険者が参加し、正規的な営業許可或は資質を持つ会社または機関が組織した、非競技性、非プロレベル及び非商業目的のスポーツ。 ２．季節性運動：被保険者が参加し、正規的な営業許可或は資質を持つ会社或は機関が組織した、非競技性、非プロレベル及び非商業目的のスポーツで、特定の季節だけに適する運動。         責任免除責任免除責任免除責任免除    第六条第六条第六条第六条    次に掲げる理由により、被保険者の死亡、障害、或は火傷が生じた場合、保険会社は保険金を支払いません。 （（（（一一一一））））保険契約者保険契約者保険契約者保険契約者のののの故意故意故意故意によるによるによるによる行為行為行為行為    （（（（二二二二））））被保険者被保険者被保険者被保険者のののの自傷行為或自傷行為或自傷行為或自傷行為或いはいはいはいは自殺行為自殺行為自殺行為自殺行為。。。。但但但但しししし被保険者被保険者被保険者被保険者がががが自殺自殺自殺自殺するするするする際際際際にににに民事行為民事行為民事行為民事行為能力能力能力能力のないのないのないのない者者者者のののの場合場合場合場合はははは除除除除くくくく    （（（（三三三三））））被保険者被保険者被保険者被保険者のののの挑発行為及挑発行為及挑発行為及挑発行為及びびびび故意故意故意故意によるによるによるによる行為行為行為行為がががが引引引引きききき起起起起こすこすこすこす喧嘩喧嘩喧嘩喧嘩、、、、殴殴殴殴りりりり合合合合いいいい、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは襲撃襲撃襲撃襲撃されることやされることやされることやされることや、、、、謀殺謀殺謀殺謀殺されることされることされることされること。。。。    （（（（四四四四））））被被被被保険者保険者保険者保険者のののの妊娠妊娠妊娠妊娠、、、、流産流産流産流産、、、、出産出産出産出産、、、、疾病疾病疾病疾病、、、、薬物薬物薬物薬物によるによるによるによるアレルギーアレルギーアレルギーアレルギー    （（（（五五五五））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが医療機関医療機関医療機関医療機関でででで受受受受けるけるけるける検査検査検査検査、、、、麻酔麻酔麻酔麻酔、、、、整形手術整形手術整形手術整形手術、、、、及及及及びそのびそのびそのびその他他他他のののの内科内科内科内科、、、、外外外外科手術科手術科手術科手術    （（（（六六六六））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが医師医師医師医師のののの指示指示指示指示にににに反反反反しししし、、、、無断無断無断無断でででで薬物薬物薬物薬物をををを服用服用服用服用、、、、塗用塗用塗用塗用、、、、注射注射注射注射したしたしたした場合場合場合場合    （（（（七七七七））））いかなるいかなるいかなるいかなる生物生物生物生物、、、、化学化学化学化学、、、、原子力武器原子力武器原子力武器原子力武器、、、、原子力或原子力或原子力或原子力或いはいはいはいは核核核核エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー装置装置装置装置によるによるによるによる爆爆爆爆発発発発、、、、火傷火傷火傷火傷、、、、汚染汚染汚染汚染またはまたはまたはまたは照射照射照射照射    （（（（八八八八））））テロテロテロテロ攻撃攻撃攻撃攻撃    （（（（九九九九））））被保険者被保険者被保険者被保険者のののの犯罪或犯罪或犯罪或犯罪或はははは逮捕逮捕逮捕逮捕をををを拒否拒否拒否拒否したしたしたした場合場合場合場合    （（（（十十十十））））被保険者被保険者被保険者被保険者のののの心神喪失心神喪失心神喪失心神喪失あるいはあるいはあるいはあるいは異常異常異常異常にににに起因起因起因起因するするするする不測不測不測不測のののの事態事態事態事態    （（（（十一十一十一十一））））被保険者被保険者被保険者被保険者がばいがばいがばいがばい菌菌菌菌、、、、ウイルスウイルスウイルスウイルス及及及及びびびび寄生虫寄生虫寄生虫寄生虫にににに感染感染感染感染されたされたされたされた場合場合場合場合（（（（但但但但しししし、、、、傷害傷害傷害傷害にににによるよるよるよる傷口傷口傷口傷口のののの感感感感染者染者染者染者はははは除除除除くくくく）、）、）、）、或或或或いはいはいはいは被保険者被保険者被保険者被保険者のののの熱中症熱中症熱中症熱中症、、、、食中毒食中毒食中毒食中毒のののの場合場合場合場合    （（（（十二十二十二十二））））直接或直接或直接或直接或はははは間接的間接的間接的間接的なななな流行疫病流行疫病流行疫病流行疫病（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第七条第七条第七条第七条をををを参照参照参照参照））））或或或或はははは、、、、大規模流大規模流大規模流大規模流行疫病行疫病行疫病行疫病（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第八条第八条第八条第八条をををを参照参照参照参照））））のののの勃発勃発勃発勃発にににに起因起因起因起因するものするものするものするもの    （（（（十三十三十三十三））））被保険者被保険者被保険者被保険者ががががスカイダイビングスカイダイビングスカイダイビングスカイダイビング、、、、パラグライダーパラグライダーパラグライダーパラグライダー搭乗搭乗搭乗搭乗、、、、探検活動探検活動探検活動探検活動、（「、（「、（「、（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第九条第九条第九条第九条をををを参照参照参照参照）、）、）、）、武術競技武術競技武術競技武術競技（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第十条第十条第十条第十条をををを参照参照参照参照）、）、）、）、レスリングレスリングレスリングレスリング競技競技競技競技、、、、特殊特殊特殊特殊技能技能技能技能（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第十一条第十一条第十一条第十一条をををを参照参照参照参照））））のののの実演実演実演実演、、、、競馬競馬競馬競馬、、、、馬術馬術馬術馬術のののの実演実演実演実演、、、、カーレースカーレースカーレースカーレース、、、、ボクシボクシボクシボクシングングングング等等等等、、、、危険性危険性危険性危険性のののの高高高高いいいいスポーツスポーツスポーツスポーツ及及及及びびびび活動活動活動活動にににに従事従事従事従事したしたしたした場合場合場合場合    （（（（十四十四十四十四））））被保険者被保険者被保険者被保険者ががががプロプロプロプロ級級級級、、、、半半半半プロプロプロプロ級級級級、、、、或或或或はははは賞金賞金賞金賞金、、、、報酬報酬報酬報酬がががが設設設設けけけけらららられたれたれたれたスポーツスポーツスポーツスポーツにににに参参参参加加加加したしたしたした場合場合場合場合    （（（（十五十五十五十五））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが軍隊軍隊軍隊軍隊・・・・警察警察警察警察任任任任務務務務のののの執執執執行行行行、、、、或或或或はははは、、、、法律執法律執法律執法律執行者行者行者行者のののの身身身身分分分分でででで任任任任務務務務をををを執執執執行行行行
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したしたしたした場合場合場合場合    （（（（十六十六十六十六））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが商業船舶商業船舶商業船舶商業船舶にににに乗乗乗乗船船船船するするするする、、、、職務職務職務職務にににに当当当当たたたたっっっったたたた場合場合場合場合；；；；海軍海軍海軍海軍、、、、空軍空軍空軍空軍にににに服服服服役役役役ししししてててているいるいるいる場合場合場合場合；；；；いかなるいかなるいかなるいかなる交通交通交通交通手手手手段段段段をもをもをもをも職業職業職業職業的的的的にににに操作操作操作操作あるいはあるいはあるいはあるいは試運転試運転試運転試運転するするするする場合場合場合場合；；；；石油石油石油石油及及及及びびびび化学化学化学化学工業工業工業工業、、、、森林伐採業森林伐採業森林伐採業森林伐採業、、、、建築工建築工建築工建築工事事事事業業業業、、、、運輸業運輸業運輸業運輸業、、、、採掘業採掘業採掘業採掘業、、、、採鉱業採鉱業採鉱業採鉱業、、、、空空空空中中中中撮影撮影撮影撮影、、、、爆発物爆発物爆発物爆発物処理処理処理処理、、、、水上作業水上作業水上作業水上作業、、、、高高高高空作業空作業空作業空作業ななななどどどどのののの職業職業職業職業活動活動活動活動（（（（すすすすべてべてべてべてのののの肉体労働肉体労働肉体労働肉体労働或或或或はははは、、、、機器機器機器機器操作操作操作操作にににに関関関関係係係係するするするする仕仕仕仕事事事事））））にににに従事従事従事従事ししししてててているいるいるいる場合場合場合場合    （（（（十七十七十七十七））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが不不不不法法法法にににに交通交通交通交通手手手手段段段段にににに搭乗搭乗搭乗搭乗したしたしたした場合場合場合場合、、、、或或或或いはいはいはいは保険事故保険事故保険事故保険事故がががが発生発生発生発生したしたしたした現現現現地地地地のののの政府政府政府政府関関関関連連連連機関機関機関機関にににに登録登録登録登録をををを許許許許可可可可されされされされてててていないいないいないいない交通交通交通交通手手手手段段段段にににに搭乗搭乗搭乗搭乗したしたしたした場合場合場合場合    （（（（十八十八十八十八））））航空航空航空航空或或或或はははは飛飛飛飛行活動行活動行活動行活動。。。。パイロパイロパイロパイロットットットット或或或或はははは機機機機上勤務上勤務上勤務上勤務者者者者のののの身身身身分分分分をををを含含含含むむむむ。。。。たたたただだだだしししし、、、、乗乗乗乗客客客客のののの身身身身分分分分でででで費費費費用用用用をををを自自自自らららら支払支払支払支払ってってってって民間民間民間民間のののの旅旅旅旅客航空客航空客航空客航空機機機機にににに搭乗搭乗搭乗搭乗したしたしたした場合場合場合場合はははは除除除除くくくく。。。。    （（（（十九十九十九十九））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが医師医師医師医師（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第十二条第十二条第十二条第十二条をををを参照参照参照参照））））のののの治治治治療療療療をををを受受受受けるけるけるける目目目目的的的的、、、、或或或或はははは療療療療養養養養のののの目目目目的的的的でででで旅行旅行旅行旅行したしたしたした場合場合場合場合；；；；被保険者被保険者被保険者被保険者がががが医師医師医師医師のののの指示指示指示指示にににに反反反反ししししてててて旅行旅行旅行旅行したしたしたした場合場合場合場合、、、、或或或或はははは被保被保被保被保険者険者険者険者のののの身身身身体体体体条条条条件件件件がががが旅行旅行旅行旅行にににに適適適適しないしないしないしない時期時期時期時期にににに旅行旅行旅行旅行したしたしたした場合場合場合場合    （（（（二十二十二十二十））））被保険者被保険者被保険者被保険者のののの身身身身体状況体状況体状況体状況がまがまがまがまだだだだ旅行旅行旅行旅行できるできるできるできる状況状況状況状況ではないにもかかではないにもかかではないにもかかではないにもかかわらずわらずわらずわらず、、、、担当担当担当担当医師医師医師医師のののの指示指示指示指示にににに従従従従わずわずわずわず、、、、中国国内中国国内中国国内中国国内（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第十三条第十三条第十三条第十三条をををを参照参照参照参照））））にににに帰帰帰帰りりりり、、、、更更更更なるなるなるなる治治治治療療療療をををを受受受受けることになけることになけることになけることになっっっったたたた場合場合場合場合のののの治治治治療療療療費費費費用用用用。。。。    第七条第七条第七条第七条    被保険者が次に掲げる期間中に、傷害を被った結果、死亡、後遺障害、或は火傷が生じた場合には、保険会社は保険金を支払う責任を負いません。 （（（（一一一一））））戦争戦争戦争戦争（（（（宣戦布告宣戦布告宣戦布告宣戦布告のののの有無有無有無有無をををを問問問問わわわわないないないない）、）、）、）、軍軍軍軍事行動事行動事行動事行動、、、、暴暴暴暴動或動或動或動或いはいはいはいは武装反武装反武装反武装反乱期乱期乱期乱期間間間間    （（（（二二二二））））被保険者被保険者被保険者被保険者ががががアルアルアルアルココココールールールール、、、、麻薬麻薬麻薬麻薬、、、、規規規規制制制制薬薬薬薬品品品品（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第十四条第十四条第十四条第十四条をををを参照参照参照参照））））のののの影響影響影響影響をををを受受受受けけけけてててているいるいるいる期期期期間間間間    （（（（三三三三））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転、、、、無免無免無免無免許運転許運転許運転許運転（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第十五条第十五条第十五条第十五条をををを参照参照参照参照）、）、）、）、或或或或いはいはいはいは有有有有効効効効なななな運転許運転許運転許運転許可可可可証証証証のないのないのないのない交通交通交通交通乗用乗用乗用乗用具具具具をををを運転運転運転運転ししししてててているいるいるいる間間間間    （（（（四四四四））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが現地司法当局現地司法当局現地司法当局現地司法当局によりによりによりにより、、、、拘拘拘拘置置置置、、、、服服服服役役役役されされされされてててているいるいるいる期期期期間間間間    当当当当保険契約保険契約保険契約保険契約にににに記載記載記載記載されたされたされたされた責任免除責任免除責任免除責任免除状況状況状況状況にににに起因起因起因起因しししし、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが死亡死亡死亡死亡したしたしたした場合場合場合場合、、、、保険会保険会保険会保険会社社社社はははは未経過期未経過期未経過期未経過期間間間間にににに対応対応対応対応するするするする純純純純保険保険保険保険料料料料（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第十七条第十七条第十七条第十七条をををを参照参照参照参照））））をををを返還返還返還返還しますしますしますします。。。。        国外旅行国外旅行国外旅行国外旅行救援救援救援救援ササササービスービスービスービス    第八条第八条第八条第八条        被保険者が国外旅行期間中に緊急事態或は必要に直面した場合、保険証券或は保険証書記載の救援ホットラインに連絡することによって、保険会社が委託した救援機構或はその授権代表（以下「救援機関」と略す）が提供する下記の協力範囲内において、無料で情報を獲得することが可能です。ただし、被保険者が下記協力サービス情報に該当するサービスを使用した場合に生じた、サービス提供者に支払ういかなる費用も、すべて被保険者本人が自己負担しなければなりません。救援機構は、この第三者のサービス提供者のサービスの質に対しては、保証する責任を持ちません。最終的なサービス選択権は、被保険者自身にあります。 （一）医療援助 1、電話による医療相談 24 時間電話サービスにより、使用者に医療相談を提供します。 2、医療機関の推薦 被保険者の要求に応じて、医師、病院、クリニック、歯医師及び歯科クリニックの名前、住所、電話番号、診療時間などの情報を提供します。但し、救援機構は医療診断或は
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治療を提供する責任を負いません。 ３、医師が診察する予約の手配 被保険者の代わりに現地の医師を予約し、診療する手助けをします。但し、それにより生じたいかなる費用も負担しません。 ４、入院許可の手配 被保険者の病状が重く、入院治療を要する場合、救援機構は被保険者が入院手続を行う協力をすることができます。但し、それにより生じたいかなる費用も負担しません。 ５、入院期間及びその後の健康状況のモニタリング 守秘義務及び関係する授権義務に適合する条件の下、救援機構は、被保険者の入院期間及び中国国内に帰国するまでの健康状況についてモニタリングをします。 （二）旅行サービス 1、予防接種及び査証関連情報 各国の査証、予防接種の要求に関する情報を提供します。 2、翻訳推薦サービス 旅行目的地における翻訳サービスの住所、電話、及び開業時間などの情報を提供します。 3、遺失物の捜索協力 被保険者が国外旅行期間中に荷物を紛失した場合、関係部門に連絡し、荷物の捜索に協力します。 4、紛失した旅券の捜索協力 被保険者が国外旅行期間中に旅券を紛失した場合、関係部門に連絡し、捜索、或は再発行に協力します。 5、大使館、領事館情報 被保険者に最も近い、適切な大使館或は領事館の住所、電話及び開業時間などの情報を提供します。 6、緊急情報伝達サービス 被保険者が国外旅行中に入院した場合、被保険者の要求があれば、その緊急情報を家族、友人、或は勤務先に伝えることを手助けします。     保険金保険金保険金保険金額額額額とととと保険保険保険保険料料料料    第九条第九条第九条第九条    保険金額は、保険会社が保険金を給付する責任を負担する最高限度額です。保険金額は保険契約者、保険会社双方が約定し、保険証券に記載します。保険契約者は契約の約定に従い、保険会社に保険料を支払わなければなりません。保険会社と保険契約者は当保険契約条項の下に賠償免除額などの制限条件を付加することができ、保険契約に記載します。    保険料は保険金額と保険料率により算出し、保険契約に記載します。契約に特約が付帯された場合を除き、保険契約者は、決まった支払期限までに、一回払いで、保険料を全額支払わなければなりません。保険契約者が約定通りに全額の保険料を支払わなかった場合、保険会社は実際の支払完済日の前に発生した保険事故に対しては、保険責任を負いません。 保険保険保険保険期期期期間間間間        第十条第十条第十条第十条    当契約保険期間は、保険会社と保険契約者の合意の下、保険証券に記載された開始時間および終了時間を基準とします。 
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一年間有効往復保障プランを契約した場合、保険責任の開始時間は、保険期間中に、被保険会社が毎回、国内の日常の居住地或は日常の勤務地から直接国外の旅行目的地に向かった時間であり、終了時間は、以下の状況が最初に発生した時間を指します。（１）被保険者が当該の国外旅行を終え、国内の日常の居住地或は日常の勤務地に戻った時間；（２）保険証券或は保険証書記載の保険期間が終了した時間。（３）保険会社と保険契約者が当保険契約の下に、保険会社が被保険者の毎回の旅行に対して、保険責任を負担する日数の上限（即ち、一回あたりの旅行責任期限）を定めた場合、被保険者の一回あたりの旅行責任期限の最後の一日。 一回限定保障プランを契約した場合、保険責任の開始時間は、以下に掲げる状況が最後に発生した時間を基準とします。（１）保険証券に記載された保険期間の開始日；（２）被保険会社が保険期間中に、その国内の日常の居住地或は日常の勤務地から、直接国外の旅行目的地へ向けて出発した時間。当保険責任の終了時間は、以下に掲げる状況が最初に発生した時間を基準とします。（１）保険証券或は保険証書記載の保険期間の満期；（２）被保険者が国外旅行を終了し、直接その国内の日常の居住地或は日常の勤務地に到着した時間。     保険会社義保険会社義保険会社義保険会社義務務務務    第十一条第十一条第十一条第十一条    当保険契約締結の後、保険会社は遅滞なく、保険契約者に保険証券或はその他の保険証書を発行しなければならない。 第十二条第十二条第十二条第十二条    保険会社は、被保険者の提供した賠償に関する証明書や資料が不完全であると判断した場合、速やかに保険契約者と被保険者に同時に知らせ、追加提供を求めなければなりません。    第十三条第十三条第十三条第十三条    保険会社は、被保険者の保険金支払請求を受けた場合は、速やかに保険責任の審査・確定を行わなければなりません。状況が複雑である場合には、保険契約に特約が付帯されている場合を除いて、30日以内に審査・確定を行わなければなりません。 保険会社は、審査結果を被保険者に通知し、保険責任を負担する場合は、被保険者と保険金支払契約を締結して十日以内に、保険金を賠償する義務を履行しなければなりません。保険契約に保険金支払期限について約定がある場合、保険会社は約定に従い、保険金を給付する義務を履行しなければなりません。保険会社は、前条項の約定に従い、審査を終了し、保険責任を負担しないと確定した場合、審査・確定が終了した日から三日以内に、被保険者に対する書面による通知をもって保険金支払を断るとともに、その事由を説明しなければなりません。 第十四条第十四条第十四条第十四条    保険会社は、保険金支払請求、及び関連する証明書や資料を受け取った日より 60 日以内に、その支払金額を確定できない場合、既存の証明と資料に基づいて確定できる金額を先に支払わなければなりません。保険会社は、最終的に支払金額を確定したら、相当する差額を支払わなければなりません。     保険契約者保険契約者保険契約者保険契約者、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの義義義義務務務務    第十五条第十五条第十五条第十五条    特約が付帯されている場合を除き、保険契約者は、保険契約締結の際に、保険料を全
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額支払わなければなりません。 第十六条第十六条第十六条第十六条    保険契約を締結するに当たって、保険会社が保険標的或は被保険者の関連状況について質問した場合、保険契約者は事実を正確に告げなければなりません。 保険契約者保険契約者保険契約者保険契約者がががが、、、、故意故意故意故意またはまたはまたはまたは重重重重大大大大なななな過過過過失失失失によによによによってってってって、、、、前前前前条条条条項項項項にににに定定定定めらめらめらめられたれたれたれた義義義義務務務務をををを履履履履行行行行ししししなかなかなかなかっっっったたたた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社のののの保険保険保険保険承諾承諾承諾承諾のののの決決決決定定定定やややや同同同同意意意意、、、、或或或或いはいはいはいは保険保険保険保険料率料率料率料率のののの引引引引上上上上げげげげ等等等等のののの影響影響影響影響にににに基基基基づづづづいいいいてててて、、、、当当当当契約契約契約契約をををを解解解解除除除除するするするする権利権利権利権利をををを有有有有しますしますしますします。。。。    前条項に定められた契約解除権は、保険会社が解除事由を承知した日から 30 日間経過しても行使しなかった場合、消滅します。契約締結の日から２年経過した場合、保険会社は契約を解除することができず、保険事故の発生時に、保険会社は保険金を支払わなければなりません。 保険契約者保険契約者保険契約者保険契約者がががが、、、、故意故意故意故意にににに事実事実事実事実をををを正確正確正確正確にににに告知告知告知告知するするするする義義義義務務務務をををを果果果果たさなかたさなかたさなかたさなかっっっったたたた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは、、、、契約契約契約契約解解解解除除除除前前前前にににに生生生生じじじじたたたた保険事故保険事故保険事故保険事故にににに対対対対ししししてててて、、、、保険金保険金保険金保険金をををを支払支払支払支払うううう責任責任責任責任をををを負担負担負担負担せずせずせずせず、、、、保険保険保険保険料料料料もももも返還返還返還返還しましましましませんせんせんせん。。。。    保険契約者保険契約者保険契約者保険契約者がががが、、、、重重重重大大大大なななな過過過過失失失失によによによによってってってって事実事実事実事実をををを正確正確正確正確にににに告知告知告知告知するするするする義義義義務務務務をををを果果果果たさなかたさなかたさなかたさなかっっっったたたた結結結結果果果果、、、、保険事故保険事故保険事故保険事故のののの発生発生発生発生にににに重重重重大大大大なななな影響影響影響影響をををを与与与与ええええたたたた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは、、、、契約契約契約契約解解解解除除除除前前前前にににに生生生生じじじじたたたた保険保険保険保険事故事故事故事故にににに対対対対しししし、、、、保険金保険金保険金保険金をををを支払支払支払支払うううう責任責任責任責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせんがががが、、、、保険保険保険保険料料料料はははは返還返還返還返還されなければなされなければなされなければなされなければなららららないないないない。。。。    保険者が契約締結する際に、保険契約者が事実を正確に告知しなかったことを既に承知していた場合、保険会社は契約を解除できません。保険事故が生じた場合、保険会社は保険金を支払う責任を負わなければならない。 第十七条第十七条第十七条第十七条    保険契約者は、住所または連絡先を変更した場合、遅滞なく書面形式で保険会社に通知しなければなりません。保険契約者が通知しなかった場合、保険会社が当契約に記載された最後の住所または連絡先に送付した通知は、すべて保険契約者に発送したことと見なします。 第十八条第十八条第十八条第十八条    保険会社、被保険者或は保険金受取人は、保険事故発生の事実を知ったら、遅滞なく保険会社に告げなければなりません。故意故意故意故意、、、、或或或或はははは重重重重大大大大なななな過過過過失失失失によりによりによりにより、、、、すすすすぐぐぐぐにににに告知告知告知告知できできできできずずずず、、、、保険事故保険事故保険事故保険事故のののの性性性性質質質質、、、、原因原因原因原因、、、、損損損損失失失失程度程度程度程度等等等等のののの確確確確定定定定にににに支支支支障障障障をもたをもたをもたをもたららららしたしたしたした場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは、、、、確確確確定定定定できないできないできないできない部分部分部分部分にににに対対対対ししししててててはははは保険金保険金保険金保険金をををを支払支払支払支払うううう責任責任責任責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。但し、、、、保険会社が他のルートで既に保険事故発生を承知した場合、或は承知したはずの場合は除きます。 上記の約定には、不可抗力（「用語の定義」第十八条を参照）によって遅延された場合は含まれません。     保険金保険金保険金保険金のののの請求請求請求請求とととと支払支払支払支払    第十九条第十九条第十九条第十九条    保険金請求者（「用語の定義」第 19条を参照）が保険会社に保険金の支払いを請求する際、以下の資料を提出しなければなりません。保険金保険金保険金保険金請求請求請求請求者者者者がががが関関関関係資料係資料係資料係資料をををを提提提提出出出出できできできできずずずず、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社がががが請求請求請求請求のののの真偽真偽真偽真偽性性性性ににににつつつついいいいてててて確認確認確認確認できなかできなかできなかできなかっっっったたたた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは確確確確定定定定できなかできなかできなかできなかっっっったたたた部分部分部分部分にににに対対対対ししししててててはははは保険金保険金保険金保険金をををを支払支払支払支払うううう責任責任責任責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。    （（（（一一一一））））死亡保険金死亡保険金死亡保険金死亡保険金のののの請求請求請求請求    （１）保険証券或は保険証書の原本 （２）保険金請求者の身分証明書 （３）被保険者の身分証明書 
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（４）公安当局から発行された被保険者の戸籍抹消証明書、二等級以上（二等級も含む）或は保険会社が認可した医療機構から発行された被保険者の死亡診断書。被保険者が死亡を宣告された場合、保険金請求者は人民裁判所から発行された死亡宣告証明書類を提出しなければなりません。被保険者が国外で死亡した場合、中華人民共和国駐所在国の大使館、領事館、或は保険事故発生地の政府関連機関から発行された被保険者の死亡診断書或は死体検案書を提出しなければなりません。 （５）被保険者の戸籍抹消証明書 （６）法的効力を有する関係部門から発行された意外傷害事故証明書 （７）保険金請求者が提供できる、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に関係するその他の証明書と資料 （８）保険金請求者が請求を他人に委任する場合、授権委託書原本、委託人と受託人の身分証明書など関連証明資料を提出しなければなりません。 （（（（二二二二））））後遺後遺後遺後遺障害或障害或障害或障害或はははは火傷保険金火傷保険金火傷保険金火傷保険金のののの請求請求請求請求    （１）保険証券或は保険証書の原本 （２）保険金請求者の身分証明書 （３）被保険者の身分証明書 （４）二等級以上（二等級も含む）の公立病院、或は保険会社が認可した医療機構または司法鑑定機構から発行された障害、もしくは火傷鑑定診断書。 （５）保険金請求者が提供できる、当条項と関係するその他の請求資料 （６）法的効力を有する関係部門から発行された意外傷害事故証明書 （７）保険金請求者が請求を他人に委託した場合、授権委託書原本、委託人と受託人の身分証明書などの関連証明資料を提出しなければなりません。 （三）国外で発生した保険事故は、当条項第一、二の約定に従い、該当する賠償請求資料を提出するほか、国外の機構、あるいは人員が発行した書類は、必ず、国外保険事故発生地の合法的公証機関により、書類の有効性及び真実性について公証を行うか、中国に設置されている当該国の大使館、領事館の認可を得なければなりません。 第二十条第二十条第二十条第二十条    被保険者が意外傷害によって後遺障害が生じた場合、治療終了後、司法行政機関に審査、登録され、《司法鑑定許可証》を取得した鑑定機構、もしくは保険会社と被保険者或は保険契約者の合意を経た鑑定機構にて鑑定を行わなければなりません。被保険者が意外傷害を被った日から 180 日間経過しても治療が終了しなかった場合、第 180 日目の身体状況に準じて鑑定を行います。 第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条    保険会社の当保険契約における毎回の事故の保険金支払は、保険証券或は保険証書に約定された一回当たりの事故の賠償限度額を超えません。保険証券に定められた一人当たりの保険金支払総額が毎回の事故賠償限度額を超えた場合、その限度額と、その事故によって保険賠償が必要な被保険者が支払った保険金総額との割合で、各々の被保険者に保険金を支払います。 訴訟時効期訴訟時効期訴訟時効期訴訟時効期間間間間        第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条    保険金請求者が保険会社に保険金請求を行う際の訴訟事項期間は二年で、保険事故発生を承知した日、もしくは承知したはずの日から起算します。     契約契約契約契約のののの紛争処理紛争処理紛争処理紛争処理及及及及びびびび法律法律法律法律のののの適適適適用用用用    
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第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条    当保険契約の履行中に発生した紛争は、当事者の合意により解決します。合意に達しなかった場合、保険証券記載の仲裁機構に仲裁を求めます。保険証券に仲裁機構を記載しなかった場合、もしくは紛争の発生後、仲裁協議を達成できなかった場合は、人民裁判所に起訴します。 第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条    当保険契約に関係する紛争、及び当保険契約の履行中に発生した全ての紛争の処理には、中華人民共和国の法律（香港、マカオ、台湾地域の法律は除きます）を適用します。  そのそのそのその他他他他のののの事事事事項項項項    第二十五条第二十五条第二十五条第二十五条    当当当当保険契約保険契約保険契約保険契約締結締結締結締結のののの後後後後、、、、保険契約者保険契約者保険契約者保険契約者はははは、、、、書面書面書面書面形式形式形式形式でででで、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社にににに契約契約契約契約のののの解解解解除除除除をををを告告告告げげげげることができますることができますることができますることができます。。。。但但但但しししし、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社がががが既既既既にににに保険契約保険契約保険契約保険契約のののの約定約定約定約定にににに従従従従いいいい、、、、保険金保険金保険金保険金をををを支払支払支払支払っっっったたたた場合場合場合場合はははは除除除除きますきますきますきます。。。。    保険契約者保険契約者保険契約者保険契約者はははは当当当当保険契約保険契約保険契約保険契約をををを解解解解除除除除するするするする際際際際、、、、下記下記下記下記のののの証明書類証明書類証明書類証明書類とととと資料資料資料資料をををを提提提提出出出出しなければなしなければなしなければなしなければなりまりまりまりませんせんせんせん。。。。    （１）保険契約解除申請書 （２）保険証券の原本 （３）保険料支払済み証明書 （４）保険契約者の身分証明書 保険契約者が当保険契約の解除を求め、保険会社が保険契約解除申請書を受け取った日から、当保険契約は効力を停止します。保険会社は、上記の証明書類及び資料を受け取った日から 30日以内に、保険契約の未経過期間に対する純保険料を返還します。  用語用語用語用語のののの定義定義定義定義    1111、、、、満年齢満年齢満年齢満年齢：：：：法定身分証明書に記載された生年月日をもとに計算した実際の満年齢。    2222、、、、国外国外国外国外：：：：中華人民共和国大陸地域以外の国家及び地域を指し、香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾省を含みます。 3333、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社：：：：保険契約者と当保険契約を締結した華泰財産保険株式有限会社各支社を指します。 4444、、、、意外傷害意外傷害意外傷害意外傷害：：：：外来の、突発的、非本意、非疾病である客観的事件が直接かつ唯一な原因で、身体に被った傷害を指します。 5555、、、、火傷火傷火傷火傷：：：：被保険者が保険期間中に、意外事故によって身体の軟組織に負った火傷で、火傷レベルがⅢ度に達したものを指します。Ⅲ度火傷の基準は、皮膚（表皮、皮下組織）全層にわたる損傷で、筋肉、骨格に及び、軟組織が壊死し、瘡蓋ができ、最後に脱落するものです。火傷のレベル及び火傷面積の計算は全て、保険会社が認可した鑑定機構の鑑定結果を基準とします。    6666、、、、肢肢肢肢：：：：人体の四肢、つまり、左上肢、右上肢、左下肢と右下肢を指します。 7、流行疫病流行疫病流行疫病流行疫病：：：：ある特定の国家、地域或は地区で突然発生し、急速に流行している感染症を指します。    8888、、、、大規模流行疫病大規模流行疫病大規模流行疫病大規模流行疫病：：：：各大陸、或は人類全体の範囲で流行している感染性の疾病を指します。    9、探検活動探検活動探検活動探検活動：：：：ある特定の自然条件の中で、命を失ったり身体に傷害を被る危険があることを承知した上で、故意に自身をその中に置く行為を指します。例えば、河川の漂流、砂漠または人影の少ない原始林を徒歩で通り抜けることなどです。 
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10101010、、、、武術競技武術競技武術競技武術競技：：：：二人、或は二人以上で対抗する柔道、空手、テコンドー、格闘技、ボクシング等の各種拳術、及び各種の器具を使用する敵対性を有する競技を指します。 11111111、、、、特殊技能特殊技能特殊技能特殊技能：：：：馬術、サーカス、動物調教などの特殊技能を指します。 12121212、、、、医師医師医師医師：：：：被保険者被保険者被保険者被保険者本本本本人人人人、、、、そのそのそのその家族構成員家族構成員家族構成員家族構成員、、、、或或或或はははは被保険者被保険者被保険者被保険者とととと直接直接直接直接のののの利益利益利益利益関関関関係係係係のあるのあるのあるのある者者者者をををを除除除除いたいたいたいた、、、、認認認認可可可可をををを受受受受けけけけ、、、、そのそのそのその就業就業就業就業国国国国のののの法律法律法律法律にににに基基基基づづづづきききき、、、、正正正正式式式式にににに登録登録登録登録しししし、、、、そのそのそのその就業許就業許就業許就業許可可可可のののの範囲範囲範囲範囲内内内内でででで医療医療医療医療をををを提供提供提供提供するするするする医師医師医師医師をををを指指指指しますしますしますします。。。。    13131313、、、、中国国内中国国内中国国内中国国内：中華人民共和国大陸地域を指し、香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾省は含みません。 14141414、、、、規規規規制制制制薬薬薬薬品品品品：《中華人民共和国薬品管理法》及び関連する法律規定により、特殊管理とされる薬品を指します。麻酔薬品、精神薬品、毒性薬品及び放射性薬品を含みますが、それだけに限定されません。 15151515、、、、有有有有効効効効なななな運転運転運転運転免免免免許証許証許証許証をををを持持持持たないたないたないたない：：：：    被保険者が以下に掲げる状況のいずれかに該当する場合を指します。 （１）運転免許証を持たない場合、または運転免許証の有効期限が満了した場合 （２）運転した自動車と運転免許証記載の運転可能車車種が一致しない場合 （３）実習期間中に公衆バス、営利目的の乗客用バスもしくは爆発物、燃えやすく、爆発しやすい化学物品、劇毒または放射性等危険物品を積んだ自動車を運転した場合、また、実習期間中にトレーラーを運転した場合。 （４）規定に基づく審査を受けていない運転免許証を所持した場合、及び運転免許の一時停止、差押え、剥奪、取消期間中に自動車を運転した場合 （５）専用機械車、特殊車輌を運転する者が、国の関連機関によって発行された有効な操作証を持たない場合、営利目的の乗客用バスを運転する者が、国の関連機関によって発行された有効な資格証書を持たない場合 （６）法律規定もしくは公安当局交通管理部門の関連規定により、自動車を運転してはいけないその他の場合において、運転をした場合 16161616、、、、有有有有効効効効なななな運転許運転許運転許運転許可可可可証証証証をををを持持持持たないたないたないたない：：：：    次に掲げる状況のいずれかに該当する場合を指します。 （１）法律に従い、自動車の登録が抹消された場合 （２）公安当局交通管理部門から発行された運転免許証、ナンバープレート、もしくは臨時ナンバープレート、もしくは臨時移動証をもたない機動交通器具 （３）決まった検査期限までに自動車の安全技術検査を行っていない、もしくは検査に合格しなかった機動交通器具。法律に従い、遅滞なく自動車安全技術検査を行っていない、または合格しなかった場合 17171717、、、、未経過期未経過期未経過期未経過期間間間間にににに対対対対するするするする純純純純保険保険保険保険料料料料    未経過期間に対する純保険料＝保険料×［１－（保険期間の既経過日数/保険期間日数）］×（１－２５％）。 既経過日数が一日未満の場合は、一日として計算します。 ２５％は、手数料率です。    18181818、、、、不可不可不可不可抗抗抗抗力力力力：予測不可能で、回避不可能、克服不可能な客観的状況を指します。 19191919、、、、保険金保険金保険金保険金請求請求請求請求者者者者：：：：受取人もしくは被保険者の継承人、もしくは法律に従い、保険金請求権を持つその他の自然人を指します。        人身保険障害人身保険障害人身保険障害人身保険障害程度程度程度程度及及及及びびびび保険金保険金保険金保険金支払区分表支払区分表支払区分表支払区分表    （（（（保保保保監監監監発発発発［［［［1999199919991999］］］］237237237237 号号号号））））    
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等級等級等級等級    項目項目項目項目    障障障障    害害害害    程程程程    度度度度    支払支払支払支払    比率比率比率比率         第 一 級 
 一 二 三 四 五 六 七 八  

 両眼が全く失明した場合（注 1） 両腕の手関節以上、或は両脚の足関節以上を失った場合 １腕の手関節以上及び１脚の足関節以上を失った場合 １眼が全く失明し、１腕の手関節以上を失った場合 １眼が全く失明し、１脚の足関節以上を失った場合 四肢の関節機能を全く廃した場合（注２） 咀嚼、飲み込み機能を全く廃した場合（注３） 中枢神経機能、もしくは胸部、腹部の臓器機能の著しい障害により、終身どんな仕事にも従事できず、命を維持するための日常生活全てに、他人の介護を要する場合（注４） 

     100% 
第 二 級 九  十 両腕、または両脚、または１腕及び１脚の三大関節中の２関節以上の機能を全く廃した場合（注５） 10 指を失った場合（注 6）  75％   第 三 級  十一  十二 十三 十四 十五 

１腕の手関節以上を失ったか、または１腕の三大関節機能すべてを、全く廃した場合 １脚の足関節以上を失ったか、または１脚の三大関節機能すべてを全く廃した場合 両耳の聴力を全く失った場合（注 7） 10 指の機能を全く廃した場合（注 8） 10足指を失った場合（注 9）  
   50% 

  第 四 級 
十六 十七 十八 十九 二十 二一 二二 

１眼が全く失明した場合 １腕の三大関節中、２関節の機能を全く廃した場合 １脚の三大関節中、２関節の機能を全く廃した場合 １手の母指と食指を含む４指以上を失った場合 １脚が永久的に 5センチ以上短くなった場合 言語の機能を全く廃した場合（注 10） 10足指の機能を全く廃した場合 
    30%   第 五 級 

二三 二四 二五 二六 二七 二八 二九 
１腕の三大関節中、１関節の機能を全く廃した場合 １脚の三大関節中、１関節の機能を全く廃した場合 両手の母指を失った場合 １脚の５足指を失った場合 両眼のまぶたに著しい欠損が生じた場合（注 11） １耳の聴力を全く失った場合 鼻に欠損が生じ、嗅覚機能に著しい障害を残す場合（注 12） 

   20% 
 第 六 級 三十  三一  三二 

１手の母指及び食指を失った場合、もしくは母指または食指を含む三指或は三指以上を失った場合 １手に、母指または食指を含む三指或は三指以上が、機能を全く廃した場合 １脚の５足指が機能を全く廃した場合 
 15% 

第 七 三三  １手の母指或は食指、もしくは中指、無名指と小指の中で２指或は２指以上を失った場合  10% 
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級 三四 １手の母指及び食指が機能を全く廃した場合 注注注注：：：：    （１）失明には、眼球損失或は摘出、明暗の分別が不可能な場合、もしくは目の前で動く指しか分別できない場合、最高の矯正視力が国際標準視力表の0.02以下である場合、視野半径が5度以下の場合が含まれ、資格を有する眼科医師によって発行された医療診断証明書が必要です。    （２）関節機能を全く廃したというのは、指の関節が永久的かつ完全に硬直、麻痺した場合、もしくは関節が自由に動けない場合を指します。 （３）咀嚼、飲み込み機能を全く廃したというのは、歯以外の原因により、器質障害或は機能障害を起こし、咀嚼、飲み込み運動が不可能になり、流動食以外に接収または飲み込みができない状態を指します。 （４）命を維持するための日常生活全てに、他人の扶助を要する場合とは、食物の摂取、大小便の始末、衣服の着脱、日常生活、歩行、入浴など全てを一人では行えないため、他人の介護を要する場合を指します。    （５）腕の三大関節とは、肩関節、ひじ関節と手関節を指し、脚の三大関節とは、股関節、ひざ関節と足関節を指します。    （６）指を失った場合とは、近位指関節（母指の場合は指節間関節）以上が完全に切断された場合を指す。    （７）聴力を全く失ったというのは、言語周波数の平均聴力損失が90デシベル以上で、言語周波数が500、1000、2000ヘルツの場合を指す。    （８）指の機能を全く廃したというのは、遠位指関節が切断された場合、もしくは遠位指節間関節が硬直した場合、もしくは関節を意識的に自由に動かすことができない場合を指します。 （９）足指を失った場合とは、指の関節以上が完全に切断された場合を指す。 （10）言語の機能を全く廃したというのは、言語を構成する口唇音、歯舌音、口蓋音と喉頭音の四種の言語機能の中で、三種以上構音できない場合、或は声帯を全部切除した場合、大脳の言語中枢が損傷を受けたため失語症になった場合などを指し、資格を有する五官科（耳、鼻、喉）医師によって発行された医療診断証明書が必要です。但し、いかなる心理障害による失語は含まれません。 （11）両眼のまぶたに著しい欠損が生じた場合とは、目を閉じたときにまぶたが完全に角膜を覆うことができない場合を指します。 （12）鼻に欠損が生じ、嗅覚機能に著しい障害を残す場合とは、鼻の軟骨全て、もしくは半分に欠損が生じた場合、両側の鼻腔が閉鎖され、呼吸困難になり、矯正治療ができない場合、または嗅覚を失った場合を指します。 上述の全くとは、事故発生の日から 180 日経過しても機能を依然として全く失った場合を指します。但し、眼球摘出など明らかに回復不可能な場合はこの範囲に入りません。                              
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華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社    三三三三度度度度火傷及火傷及火傷及火傷及びびびび支払区分表支払区分表支払区分表支払区分表 身身身身体部位体部位体部位体部位    項項項項    目目目目    火傷火傷火傷火傷レレレレベベベベルルルル    （（（（三三三三度度度度火傷火傷火傷火傷面積面積面積面積がががが全全全全身身身身皮膚面積皮膚面積皮膚面積皮膚面積でででで占占占占めめめめるるるる割割割割合合合合）））） 支払比率支払比率支払比率支払比率 一 ８％以上（8％を含む） 100％ 二 ５％以上（5％を含む）、８％以下 75％ 頭頭頭頭、、、、首首首首、、、、手手手手    三 2％以上（２％を含む）、５％以下 50％ 四 20％以上（20％を含む） 100％ 五 15％以上（15％を含む）、20％以下 75％ 身身身身体体体体    （（（（頭頭頭頭とととと手手手手以以以以外外外外））））    六 10％以上（10％を含む）、15％以下 50％ 注：三度火傷は皮膚全層或は皮下組織、またはもっと深くまで及んだものを指します。                              
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華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社    旅行意外傷害保険二旅行意外傷害保険二旅行意外傷害保険二旅行意外傷害保険二倍支払倍支払倍支払倍支払特約特約特約特約        第一条第一条第一条第一条    特約特約特約特約のののの締結締結締結締結    本特別約款（以下「本特約」とする）は、保険契約記載の保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。 第二条第二条第二条第二条    保険責任保険責任保険責任保険責任    本特約の保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内、または国外を旅行する際、自然災害（「用語の定義」第一条を参照）に遭遇するか、もしくは費用を支払い、乗客として合法的な商業運営による公共交通乗用具（「用語の定義」第二条を参照）に搭乗した際に、偶然に傷害事故が発生し、その直接の結果として、事故発生の日から180 日以内に死亡、または《人身保険障害程度及び保険金支払区分表》、《三度火傷及び支払区分表》記載の障害程度、火傷程度のいずれかに該当する場合、保険会社は主保険契約に従い、保険責任限度額内で賠償した後に、さらに本特約に従って同等金額を支払います。 第三条第三条第三条第三条    責任免除責任免除責任免除責任免除    以下に掲げる状況のいずれかにより、直接的或は間接的に被保険者の死亡、または傷害、火傷を引き起こした場合、保険会社は保険金を支払いません。 （（（（一一一一））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが安全安全安全安全搭乗搭乗搭乗搭乗にににに関関関関するするするする規定規定規定規定にににに違違違違反反反反したしたしたした場合場合場合場合    （（（（二二二二））））乗乗乗乗客客客客がががが両足両足両足両足でででで交通交通交通交通乗用乗用乗用乗用具具具具にににに搭乗搭乗搭乗搭乗するするするする前前前前とととと旅旅旅旅客客客客のののの片方片方片方片方のののの足足足足がががが交通交通交通交通乗用乗用乗用乗用具具具具をををを離離離離れれれれたたたた後後後後    （（（（三三三三））））主主主主保険条保険条保険条保険条項項項項にににに定定定定めらめらめらめられたれたれたれた責任免除事責任免除事責任免除事責任免除事項項項項。。。。    第四条第四条第四条第四条    保険保険保険保険期期期期間間間間    他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第五条第五条第五条第五条    特約特約特約特約のののの効効効効力力力力のののの停止停止停止停止    本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。 第六条第六条第六条第六条    用語用語用語用語のののの定義定義定義定義    １１１１、、、、自自自自然災然災然災然災害害害害：：：：雷、暴風、台風、竜巻、暴風雨、豪雨、洪水、水害、寒波による災害、雹、崖崩れ、山崩れ、雪崩、火山の噴火、地震、津波、地面陥没及びその他の人力では阻止できない破壊力の大きい自然現象を指します。    ２２２２、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具    現地政府当局が法律に従って発行した公共交通営業許可書を有し、有料で合法的に乗客を乗せる以下の交通乗用具を指します。 １）路線バス、長距離バス、タクシー、渡り舟、ホバークラフト、水中翼船、汽船、列車、路面電車、軌道列車（地下鉄、モノレール、リニアモーターカーを含みます） ２）定期航空便を運営する航空会社が経営する商業用の旅客空港を往復する、固定翼型飛行機 ３)航空会社が経営する商業用の旅客空港間、或は、運航許可証のあるヘリポート間を往復するヘリコプター ４）固定路線とダイヤに沿って運行する定期空港バス 上述した各種の公共交通乗用具を、公共交通乗用具ではない目的と用途で利用した場合、本特約の「公共交通乗用具」の定義に該当しません。また、政府、企業及び個人がチャーターした場合も公共交通乗用具の定義の範囲に入りません。    本特約で定義されなかった単語は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用し
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ます。 第七条第七条第七条第七条    そのそのそのその他他他他のののの条条条条項項項項のののの適適適適用用用用    本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。                                         
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華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社    旅行医療旅行医療旅行医療旅行医療費費費費用補償特約用補償特約用補償特約用補償特約        第一条第一条第一条第一条    付加付加付加付加保険契約保険契約保険契約保険契約のののの締結締結締結締結    本特別約款（以下「本特約」と略する）は、華泰財産保険株式有限会社の主保険約款に付帯して使用します。    第二条第二条第二条第二条    保険責任保険責任保険責任保険責任    一、保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、中華人民共和国国外（香港、マカオ、台湾地域を含む）を旅行した際、偶然な傷害事故または、突発性の疾病（「用語の定義」第九条第一項目を参照）を患ったか、または被保険者が有効な証明書を所持し、国内旅行期間中に、偶然な傷害事故に遭い、偶然な傷害事故または突発性の疾患が発生した日より五日以内に病院（「用語の定義」第九条第二項目を参照）或は保険会社が認可した医療機関に行き、治療を受けた場合、保険会社は本保険契約の約定に従い、以下に掲げる損害賠償を行います。 １、偶然な傷害事故または突発性の疾病が国外で生じた場合、偶然な傷害事故または突発性の疾病が生じた日から九十日以内に、被保険者が事故発生国、地域の病院で治療を受けたために発生した、本特約に適合する合理的、習慣的かつ必要不可欠な医療費用。医者の診断費用、手術費、入院費、薬剤費（医者の処方箋により、指定された薬品に限ります）、Ｘ線検査、医療用品、救急車等の費用を含みます。 ２、偶然な傷害事故が国内で発生した場合、偶然な傷害事故発生の日から九十日以内に、被保険者が国内の病院で治療を受けたため発生した、本特約に適合し、合理的、習慣的かつ必要不可欠な、現地社会の医療保険関連部門の規定に適合する医療費用。保険会社保険会社保険会社保険会社はははは、、、、国内国内国内国内治治治治療療療療地地地地ににににおおおおけるけるけるける基本基本基本基本医療保険医療保険医療保険医療保険支払範囲以支払範囲以支払範囲以支払範囲以外外外外のののの薬薬薬薬品品品品、、、、検査検査検査検査、、、、治治治治療療療療、、、、材料材料材料材料等等等等費費費費用用用用にににに対対対対ししししててててはははは、、、、賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。 ３、偶然な傷害事故または突発性の疾病が国外で発生し、被保険者が帰国してから国内で治療を続けたために発生した医療費用は、保険証券または保険証書記載の保険金額の２０％を限度とし、その範囲は下記の通りとする。 （１）被保険者が国内に戻って治療を続けることを必要とし、被保険者が国内に戻って３０日以内（但し、最長で偶然な傷害事故または突発性の疾病が発生した日から第９０日目を越えません）。 （２）国内の病院での治療によって発生した、本特約に適合し、合理的、習慣的かつ必要不可欠な、現地社会の医療保険関連部門の規定に適合する医療費用。 ４、本特約で負担する歯科治療費は、偶然な傷害事故による歯の傷害に限ります。病院または保険会社の認可を得た医療機関にて、医師の診断により、激しい痛みを軽減させるための合理的かつ緊急の急歯科治療の費用、医師の診断費用、手術費、薬剤費（医者の処方箋により、痛みを軽減させるための薬品に限ります）等を含みます。 二、任意選択の保険責任 保険契約者は保険契約に特約を設ける方法で、限定額以上の保険責任を増加させることができます。保険会社はこの約定従い、被保険者が以下に掲げる状況または期間中に発生した保険事故に対し、保険契約の約定に従って、賠償責任を負います。 １、 流行性の疫病あるいは大規模な流行性の疫病。 第三第三第三第三条条条条    責任免除責任免除責任免除責任免除    被保険者に生じた下記の医薬費用に対し、保険会社は賠償責任を負いません。 一一一一、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者ののののリリリリハハハハビリテーシビリテーシビリテーシビリテーショョョョンンンン、、、、物物物物理治理治理治理治療療療療、、、、安安安安産産産産とととと分娩分娩分娩分娩（（（（帝王切帝王切帝王切帝王切開開開開、、、、流産及流産及流産及流産及びびびび
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分娩分娩分娩分娩誘誘誘誘発発発発をををを含含含含むむむむ））））等等等等によるによるによるによる費費費費用用用用    二二二二、、、、脊椎椎脊椎椎脊椎椎脊椎椎間間間間板板板板ヘヘヘヘルルルルニニニニアアアア、、、、またはまたはまたはまたは脊椎椎脊椎椎脊椎椎脊椎椎間間間間板板板板のののの修復修復修復修復手術手術手術手術、、、、避避避避妊妊妊妊またはまたはまたはまたは不妊手術不妊手術不妊手術不妊手術、、、、扁扁扁扁桃腺桃腺桃腺桃腺、、、、アアアアデノデノデノデノイイイイドドドド、、、、ヘヘヘヘルルルルニニニニアアアア、、、、女女女女性生性生性生性生殖殖殖殖器器器器官官官官疾疾疾疾患患患患、、、、薬物薬物薬物薬物アレルギーアレルギーアレルギーアレルギーのののの治治治治療療療療もしくはもしくはもしくはもしくは、、、、上上上上述述述述したしたしたした疾病疾病疾病疾病にににに起因起因起因起因するするするする手術手術手術手術治治治治療療療療のののの医療医療医療医療費費費費用用用用    三三三三、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者介護介護介護介護（（（（付付付付きききき添添添添いいいい））））費費費費用用用用、、、、暖房暖房暖房暖房費費費費用用用用、、、、食事食事食事食事費費費費用用用用、、、、休休休休業業業業補償及補償及補償及補償及びびびび義義義義眼眼眼眼、、、、義義義義歯歯歯歯、、、、義義義義肢肢肢肢のののの装装装装着着着着、、、、矯矯矯矯正正正正術術術術、、、、美美美美容容容容、、、、整形整形整形整形、、、、障害用障害用障害用障害用具具具具のののの装装装装着着着着、、、、特特特特別介護別介護別介護別介護またはまたはまたはまたは個個個個人人人人介護介護介護介護のののの雇雇雇雇用用用用ななななどどどど自自自自分分分分でででで賄賄賄賄うううう必要必要必要必要のあるのあるのあるのある費費費費用用用用    四四四四、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの美美美美容容容容、、、、整形整形整形整形、、、、矯矯矯矯正正正正術術術術、、、、非緊急非緊急非緊急非緊急なななな治治治治療療療療のののの手術手術手術手術、、、、心心心心理理理理カウンカウンカウンカウンセセセセリングリングリングリングとととと近視矯近視矯近視矯近視矯正正正正手術手術手術手術のののの費費費費用用用用    五五五五、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの健康管健康管健康管健康管理理理理（（（（身身身身体体体体検査検査検査検査、、、、健康診健康診健康診健康診断断断断、、、、療療療療養養養養、、、、特特特特別介護別介護別介護別介護またはまたはまたはまたは静静静静養養養養をををを含含含含みみみみますますますます。）。）。）。）ななななどどどどのののの非非非非治治治治療性療性療性療性のののの行為行為行為行為、、、、及及及及びびびび不不不不健康健康健康健康とととと証明証明証明証明できるできるできるできる客客客客観観観観的的的的なななな症症症症状状状状がないがないがないがない場合場合場合場合、、、、及及及及びびびび臓臓臓臓器器器器提供提供提供提供をををを目目目目的的的的とするとするとするとする医療行為医療行為医療行為医療行為によりによりによりにより生生生生じじじじたたたた費費費費用用用用    六六六六、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者にににに人人人人工工工工的的的的なななな器器器器官官官官がががが移植移植移植移植されたりされたりされたりされたり、、、、歯歯歯歯ののののクリークリークリークリーニニニニングングングング、、、、歯歯歯歯ののののホワホワホワホワイイイイトトトトニニニニングングングング、、、、視視視視力検査力検査力検査力検査、、、、歯歯歯歯科科科科治治治治療療療療またはまたはまたはまたは手術手術手術手術、、、、及及及及びびびび義義義義歯歯歯歯、、、、虫虫虫虫歯歯歯歯のののの治治治治療療療療がされたがされたがされたがされた場合場合場合場合。。。。但但但但しししし、、、、偶偶偶偶然然然然なななな傷害傷害傷害傷害にににに起因起因起因起因するするするする一一一一般般般般的的的的なななな歯歯歯歯科科科科治治治治療療療療またはまたはまたはまたは手術手術手術手術はははは除除除除きますきますきますきます。。。。    七七七七、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの先天先天先天先天性性性性のののの疾病疾病疾病疾病（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第第第第６６６６条第三条第三条第三条第三項目項目項目項目をををを参照参照参照参照））））とととと症症症症状状状状、、、、遺遺遺遺伝伝伝伝性性性性のののの疾病疾病疾病疾病、、、、先天先天先天先天性性性性のののの奇奇奇奇形形形形またはまたはまたはまたは欠陥欠陥欠陥欠陥のののの治治治治療療療療とととと回復回復回復回復によりによりによりにより生生生生じじじじたたたた費費費費用用用用    八八八八、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが保険保険保険保険をかけるをかけるをかけるをかける前前前前にににに患患患患っっっったたたた疾病疾病疾病疾病とととと症症症症状状状状、、、、精精精精神病神病神病神病、、、、精精精精神神神神分分分分裂裂裂裂症症症症、、、、心心心心理理理理的的的的疾病疾病疾病疾病、、、、性病性病性病性病のののの治治治治療療療療とととと回復回復回復回復によりによりによりにより生生生生じじじじたたたた費費費費用用用用    九九九九、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社のののの主治主治主治主治医医医医あるいはあるいはあるいはあるいは救援救援救援救援機機機機構構構構のののの意意意意見見見見をををを根拠根拠根拠根拠にしにしにしにしてててて、、、、元元元元出発出発出発出発地地地地（（（（第九条第九条第九条第九条解解解解釈釈釈釈第四第四第四第四項目項目項目項目参照参照参照参照））））にににに戻戻戻戻るまでるまでるまでるまで、、、、治治治治療療療療、、、、手術手術手術手術をををを合合合合理理理理的的的的にににに延延延延期期期期できるにもかかできるにもかかできるにもかかできるにもかかわわわわらずらずらずらず、、、、被保被保被保被保険者険者険者険者がががが現地現地現地現地でででで治治治治療療療療、、、、手術手術手術手術をををを受受受受けるとけるとけるとけると主主主主張張張張ししししてててて生生生生じじじじたたたた費費費費用用用用    十十十十、、、、現地現地現地現地のののの救救救救急組織急組織急組織急組織またはまたはまたはまたは第三者第三者第三者第三者がががが提供提供提供提供したしたしたしたササササービスービスービスービスであるたであるたであるたであるためめめめにににに、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが支支支支払払払払うううう必要必要必要必要のないのないのないのない費費費費用用用用、、、、またはまたはまたはまたは既既既既にににに旅行旅行旅行旅行費費費費用用用用にににに含含含含まれまれまれまれてててているすいるすいるすいるすべてべてべてべてのののの費費費費用用用用    十一十一十一十一、、、、病病病病院院院院にににに到達到達到達到達するするするする前前前前にににに、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社のののの承認承認承認承認をををを得得得得ずずずずにににに、、、、無断無断無断無断でででで使使使使用用用用ししししたたたた、、、、またはまたはまたはまたは自自自自分分分分でででで選択選択選択選択したしたしたしたササササービスービスービスービスのたのたのたのためめめめにににに生生生生じじじじたたたた費費費費用用用用    十二十二十二十二、、、、現地現地現地現地のののの病病病病院院院院によによによによってってってって発行発行発行発行されたされたされたされたレシーレシーレシーレシートトトトまたはまたはまたはまたは領収領収領収領収書書書書のののの原原原原本本本本、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは医療医療医療医療証明証明証明証明のののの費費費費用用用用がががが無無無無いいいい場合場合場合場合    十三十三十三十三、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが国外国外国外国外でででで偶偶偶偶然然然然なななな傷害事故傷害事故傷害事故傷害事故またはまたはまたはまたは突突突突発性発性発性発性のののの疾病疾病疾病疾病をををを患患患患っっっったがたがたがたが、、、、現地現地現地現地でででで医医医医師師師師のののの診診診診断断断断をををを受受受受けけけけずずずず、、、、出発出発出発出発地地地地にににに戻戻戻戻ってってってってかかかからららら入院入院入院入院治治治治療療療療をををを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合    十四十四十四十四、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが偶偶偶偶然然然然なななな傷害事故傷害事故傷害事故傷害事故またはまたはまたはまたは突突突突発性発性発性発性のののの疾病疾病疾病疾病をををを患患患患いいいい、、、、現地現地現地現地医師医師医師医師のののの診診診診断断断断をををを受受受受けたがけたがけたがけたが、、、、出発出発出発出発地地地地にににに戻戻戻戻ってってってってかかかからららら受受受受けたけたけたけた、、、、当当当当該該該該のののの偶偶偶偶然然然然なななな傷害事故傷害事故傷害事故傷害事故またはまたはまたはまたは突突突突発性発性発性発性のののの疾病疾病疾病疾病にににに関関関関係係係係のないのないのないのない外外外外来診来診来診来診察察察察、、、、急診急診急診急診及及及及びびびび入院入院入院入院治治治治療療療療のののの費費費費用用用用    十五十五十五十五、、、、中国国内中国国内中国国内中国国内治治治治療療療療地地地地ににににおおおおけるけるけるける基本基本基本基本的的的的なななな医療医療医療医療にににに対対対対するするするする保険保険保険保険支払支払支払支払のののの範囲範囲範囲範囲外外外外であるであるであるである薬薬薬薬品品品品、、、、検査検査検査検査、、、、治治治治療療療療、、、、材料材料材料材料ななななどどどどのののの費費費費用用用用    十六十六十六十六、、、、主主主主保険契約保険契約保険契約保険契約にににに定定定定めらめらめらめられたれたれたれた責任免除事責任免除事責任免除事責任免除事項項項項。。。。    第四条第四条第四条第四条    医療保医療保医療保医療保証証証証金金金金救援救援救援救援ササササービスービスービスービス    被保険者が偶然な傷害事故または突発性の疾病を患い、被保険者もしくは旅行同伴者が保険会社の委託した救援機関もしくは授権代表に連絡して、医療サービスを相談したり、または入院手配をしてもらった場合、入院期間保障の際に発生した医療保証金に対して、保険会社授権の下、救援機関は保険金額内で被保険者の入院期間の医療費用に対し、保証を行います。 第四条第四条第四条第四条    保険金保険金保険金保険金額額額額とととと保険保険保険保険料料料料    保険金額は保険会社が負担する保険金責任の最高限度額です。保険金額は、保険契約
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者、保険会社双方が規定し、保険証券に記載します。保険契約者は契約に従い、保険会社に保険料を支払わなければなりません。保険会社と保険契約者は本保険契約条項の下に、賠償免除額や賠償免除日数などの制限条件を設けることができます。 被保険者が援助機関を通して、保険金額内で医療費用を支払う際、この費用は保険会社が直接援助機関に支払います。保険会社は、援助機関を通さない場合のいかなる賠償請求も引き受けません。もし実際の医療費用が本特約の保険金額を超えた場合、超えた部分の費用は被保険者自身、または被保険者の家族が救援機構と清算します。 第六条第六条第六条第六条    保険保険保険保険期期期期間間間間    他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第七条第七条第七条第七条    保険金保険金保険金保険金のののの請求請求請求請求    一、被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入するとともに、次に掲げる証明書類、資料を保険会社に提供し、保険金の支払いを請求します。 １、保険証券または保険証書の原本 2、被保険者の戸籍証明または身分証明書 3、病院によって発行された病理検査、代理検査及び他の医療器具の検査報告を添付した医療診断証明書とカルテ、及び医療費と薬剤費に関するオリジナルの明細書、退院に関する中間報告の原本 4、保険会社が認可した偶然な事故証明書類 5、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行を証明する書類； 6、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連する証明と資料 二、以上の資料と証明は保険賠償請求の大切な証拠であり、もしもしもしもし賠賠賠賠償償償償請求請求請求請求者者者者がががが適時適時適時適時にににに関関関関連証明連証明連証明連証明をををを提供提供提供提供できできできできずずずず、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社がががが証明証明証明証明のののの真真真真実性実性実性実性とととと記載記載記載記載内容内容内容内容のののの真真真真実性実性実性実性がががが確確確確定定定定できなくなできなくなできなくなできなくなっっっったたたた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは確確確確定定定定できないできないできないできない部分部分部分部分のののの賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。 本特約におけるすべての損失計算と保険金の支払いが外国通貨に関係する場合、人民元に換算し、人民元で支払います。関連交換比率は、保険事故発生当日の中国銀行の公示外国為替レートを基準とします。 四、被保険者が既に、その他のルートまたは他の保険会社によって損害賠償を得た場合、保険会社は関連部門または保険会社によって発行された関連証明または保険金支払証明に基づき、本特約に従って賠償保険金を支払う際、被保険者が既に他のルートまたは他の保険会社から取得した賠償金を差し引いてから支払います。 五、賠償金額が実際に支出した入院医療費用金額に達しない場合、賠償請求者は書面形式で保険会社に証明書の原本を返却するように、申請することができます。保険会社は印章を押し、支払った賠償金の金額を記入した後、証明書の原本を返却します。 第八条第八条第八条第八条    特約特約特約特約のののの効効効効力力力力のののの停止停止停止停止    本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。 第九条第九条第九条第九条    用語用語用語用語のののの定義定義定義定義    １１１１、、、、突突突突発性発性発性発性のののの疾病疾病疾病疾病            被保険者が本特約の保険期間中に旅行した際、初めて患った突然性の疾病、または突発的に現れた症状を指します。但し、本保険契約が効力を持つ前に患ったすべての突然性の疾病または突発的に現れた症状及び慢性疾患は、すべて含みません。 2222、、、、病病病病院院院院 
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中国国内（香港、マカオ、台湾地域を除きます）における病院は、中華人民共和国衛生部門の審査・確定を経た、二級或はそれ以上の公立病院もしくは保険契約者と保険会社が協議の下、共同で指定した病院または医療機構を指します。 中国国内（香港、マカオ、台湾地域を除きます。）における病院は、保険会社が認可した、所在国家の法律規定に基づいて成立、運営し、以下に掲げる基準を満たす医療機構を指します。 １）主な運営目的は病人を住まわせる形式で、病人や負傷者を受け入れて、彼らのために医療看護と治療を提供することである。 2）一名或は若干名の医師の指導の下、病人を治療し、その中に少なくとも一名の合法的な開業資格を有する病院駐在医が常駐して診療を行い、 3）十分に適切な設備を維持して病人に医学的な診断と治療を提供し、ならびに、機関内またはその管理部門が各種の手術設備を提供し、 4）合法的な開業資格を有する看護師が、２４時間フルタイムの看護サービスを提供し、指導することである。 本特約で指定した病院は、以下に掲げる機関を除きます （１） 精神病院 （２）老人ホーム、療養所、覚せい剤中毒回復センターとアルコール依存症回復センター （３）健康センター或は天然治療所、療養、或はリハビリテーションセンター 3333、、、、先天先天先天先天性性性性のののの疾病疾病疾病疾病  先天性の疾病というのは、被保険者が生まれつき患っている疾病（症状あるいは体の異常）を指します。これらの疾病は人間の遺伝物質（染色体及びその中の遺伝子を含みます）が人体に有害な変化を起こしたために発生するか、もしくは母親の妊娠期間中に、内外環境による何らかの物理、化学、生物等の要素の影響を受けたために、胎児の局部体細胞の発育が異常になり、嬰児が生まれる際、関連器官系統が構造上或は機能上異常が現れるものです。 4444、、、、出発出発出発出発地地地地    被保険者の旅行目的地が中国国内（香港、マカオ及び台湾地域を含みません。）である場合、出発地は被保険者が中国国内において日常的に居住する場所を指します。被保険者の旅行目的地が中国国外（香港、マカオ及び台湾地域を含みます。）である場合、出発地は中国国内を指します。 本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。 第十条第十条第十条第十条    そのそのそのその他他他他のののの条条条条項項項項のののの適適適適用用用用    本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。      
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華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社    医療医療医療医療移送移送移送移送及及及及びびびび返返返返送送送送費費費費用補償特約用補償特約用補償特約用補償特約        第一条第一条第一条第一条    特約特約特約特約のののの締結締結締結締結    本特別約款（以下「本特約」と略する）は、保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。 第二条第二条第二条第二条    保険責任保険責任保険責任保険責任    保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内、または国外を旅行した際、偶然な事故によって重傷を負い、または突発性の重病（「用語の定義」第一条を参照）を患い、保険会社が委託した救援会社もしくはその授権代表（以下「救援会社」と略する）が被保険者に対して、以下に掲げる救援サービスが必要だと判断した場合、保険会社は本保険契約の規定に従い、救援会社に以下の移送及び返送費用を支払います。 （一）緊急医療移送 １、被保険者を事故発生地から最も近い、適切な医療看護条件が備えられた現地の病院に移送します。 2、救援会社が最初に、事故発生地の病院の医療条件が、被保険者が即急かつ十分な医療救助を受けることを保証できないと判断した場合、被保険者は医療条件の適切なその他の病院もしくは近隣国家の病院に移送されます。当該の医療移送の終了後に、本特約の保険責任は終了します。 3、移送過程において、病状を考慮し必要に応じて、救援会社は医療関係者を派遣して、被保険者に付き添って移送します。 4、被保険者の緊急医療移送手段は、事故発生地で提供可能な最も適切な手段に限ります。空輸を輸送手段とする場合、一般的には通常の航空便を利用します。救援会社が必要だと認めた場合、保険会社の認可を経て、チャーター機を用意したり、または医療救護専用機を使用して、被保険者を移送することもできます。 （二）緊急医療返送 1、救援会社は、被保険者の怪我の具合、または病状が安定したと判断した場合、一般航空便で被保険者を出発地（「用語の定義」第三条を参照）に返送する手配をします。救援会社が必要だと認めた場合、被保険者を出発地に移送する際、医療移送を提供することができます。 2、救援会社は、被保険者の怪我の具合、または病状が許されると判断した場合、被保険者の指定に基づき、出発地に帰る空港の手配をします。関連場所の指定がない場合、もしくは関連場所を指定できない場合、被保険者は出発地から最も近い空港に返送されます。救援会社が、被保険者が出発地に到着した際に、入院治療が必要だと判断した場合、被保険者は、上記空港所在地に返送されてから、被保険者が指定した任意の病院に送られます。被保険者が関連病院を指定しなかった場合、または指定できない場合、被保険者は出発地から最も近い、適切な医療看護条件を備えた病院に送られて、当該の医療返送責任が終了します。 3、救援会社が、被保険者の健康状況が一般航空便で出発地に戻るのに支障がないと判断した場合、被保険者は、旅行を始める際に購入した当初の、帰りの航空券もしくは電子航空券証明書を使用しなければならない。もし、被保険者が購入した当初の帰りの航空券または電子航空券証明書が、救援過程のため、期限切れとなって失効した場合、救援会社は、被保険者の帰りの航空券料金を負担します。但し、被保険者は救援会社に、当初の帰りの航空券または電子航空券証明書、もしくは帰りの航空券を購入した証明書を提出し
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なければなりません。被保険者が当初の帰りの航空券或は電子航空券証明書を有しない場合、所在地から元来の出発地に戻る片道の飛行機料金は被保険者の自己負担とします。 （三）救援会社は被保険者の身体状況または治療の必要により、移送または返送の手段と目的地を定める権利を有します。移送と返送の手段には、専門医師、看護師と必要な運送道具を含みます。保険会社の保険責任は、以上の医療移送と返送費用に限り、救援会社が手配した移送、移送中の医療看護及び医療設備、用品の費用を含みます。 （四）選択可能な保険責任：死亡遺体返送 保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、旅行をした際、偶然な傷害事故もしくは、突発性の疾病を患い、それが直接かつ単独の原因で被保険者が死亡した場合、保険会社が委託した救援会社は、被保険者の死亡前の希望或はその家族の希望通りに、被保険者死亡地の法律等が許す範囲内で、下記の状況に基づいて、遺体の保存或は火葬を手配し、被保険者の遺体もしくは遺骨を被保険者の出発地に返送します。 1、遺体を出発地に返送することを選択した場合、救援会社は一般航空便で、被保険者の遺体を、事故発生地から元来の出発地に最も近い空港まで移送します。負担する棺の費用は死亡地の一般的な棺費用を基準とします。 2、火葬を選択した場合、救援会社は責任を持って被保険者の遺体を死亡地で火葬し、その遺骨を被保険者の元来の出発地（移送費用は一般航空便を基準とする）に移送します。火葬の費用は、死亡地の一般的な葬儀費用を基準とします。 3、現地で遺体を埋葬することを選択した場合、救援会社は責任を持って被保険者の遺体を現地で埋葬します。埋葬費用は、死亡地の一般的な埋葬費用を基準とします。 4、被保険者の死亡前の希望、及びその家族の希望をすぐに確認できない場合、もしくは被保険者の死亡前の希望が死亡地の法律規定に違反し、かつその家族の希望がすぐに確認できない場合、救援会社は責任を持って死亡地の法律規定の許す範囲内で、被保険者の遺体を死亡地で火葬し、遺骨を被保険者の元来の出発地（移送費用は一般航空便を基準とする）に移送します。火葬費用は死亡地の一般的な葬儀費用を基準とします。 5、被保険者の死亡前の希望、或はその家族の希望が死亡地の法律、規定に違反し、救援会社による説明後も訂正しない場合、被保険者の家族が考えを改めないという決定を救援会社が知った時点で、本保険契約は終了し、保険責任も同時に終了します。その場合、保険会社は、保険契約者の未経過期間に対する保険料を返還します。 （五）以上の救援サービスに必要な費用（被保険者自己負担の費用を除く）は、保険会社が審査・確認をした後、直接に救援会社に支払い、保険金額を上限とします。実際の費用が保険金額を超えた場合、超過分は、被保険者もしくはその親族が直接、救援会社との間で清算します。 （（（（六六六六））））救援救援救援救援会社会社会社会社のののの許許許許可及可及可及可及びびびび手手手手配配配配なしになしになしになしに発生発生発生発生したしたしたした費費費費用用用用にににに関関関関ししししててててはははは、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは一一一一切支切支切支切支払払払払いまいまいまいませんせんせんせん。。。。緊急の医療状況の下で、保険契約者、被保険者及びその旅行同伴者がすぐに救援会社に連絡できなかった場合、保険会社は、保険契約者が選択した保険プランに基づき、同等な状況の下で、救援会社によってサービスを提供、手配した際に必要な、合理的な費用基準を根拠に、被保険者が実際に支出した関連費用を賠償する権利を有します。 第三条第三条第三条第三条    責任免除責任免除責任免除責任免除    以下に掲げる状況のいずれかにより、直接的或は間接的に被保険者の医療移送及び返送が必要になった場合、保険会社は賠償責任を負担しません。 一一一一、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者ののののリリリリハハハハビリテーシビリテーシビリテーシビリテーショョョョンンンン、、、、物物物物理治理治理治理治療療療療、、、、安安安安産産産産とととと分娩分娩分娩分娩（（（（帝王切帝王切帝王切帝王切開開開開、、、、流産及流産及流産及流産及びびびび分娩分娩分娩分娩誘誘誘誘発発発発をををを含含含含むむむむ））））            二二二二、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの美美美美容容容容、、、、整形整形整形整形、、、、矯矯矯矯正正正正術術術術、、、、非必需緊急非必需緊急非必需緊急非必需緊急治治治治療療療療であるであるであるである手術手術手術手術、、、、心心心心理理理理カウンカウンカウンカウンセセセセリリリリ
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ングングングングとととと近視矯近視矯近視矯近視矯正正正正手術手術手術手術    三三三三、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの健康管健康管健康管健康管理理理理（（（（身身身身体体体体検査検査検査検査、、、、健康診健康診健康診健康診断断断断、、、、療療療療養養養養、、、、特特特特別介護別介護別介護別介護あるいはあるいはあるいはあるいは静静静静養養養養をををを含含含含むむむむ））））等等等等のののの非非非非治治治治療性行為療性行為療性行為療性行為、、、、及及及及びびびび不不不不健康健康健康健康とととと証明証明証明証明できるできるできるできる客客客客観観観観的的的的なななな症症症症状状状状がないがないがないがない場合場合場合場合、、、、及及及及びびびび臓臓臓臓器器器器移移移移植植植植をををを目目目目的的的的とするとするとするとする医療行為医療行為医療行為医療行為    四四四四、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者にににに人人人人工工工工的的的的なななな器器器器官官官官がががが移植移植移植移植されたりされたりされたりされたり、、、、歯歯歯歯ののののクリークリークリークリーニニニニングングングング、、、、歯歯歯歯ののののホワホワホワホワイイイイトトトトニニニニングングングング、、、、視視視視力検査力検査力検査力検査、、、、歯歯歯歯科科科科治治治治療療療療またはまたはまたはまたは手術手術手術手術、、、、及及及及びびびび義義義義歯歯歯歯、、、、虫虫虫虫歯歯歯歯のののの治治治治療療療療がされたがされたがされたがされた場合場合場合場合。。。。但但但但しししし、、、、意意意意外傷害外傷害外傷害外傷害にににに起因起因起因起因するするするする一一一一般般般般的的的的なななな歯歯歯歯科科科科治治治治療療療療またはまたはまたはまたは手術手術手術手術はははは除除除除きますきますきますきます。。。。    五五五五、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの先天先天先天先天性性性性のののの疾病疾病疾病疾病（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第第第第４４４４条条条条をををを参照参照参照参照））））とととと症症症症状状状状、、、、遺遺遺遺伝伝伝伝性性性性のののの疾病疾病疾病疾病、、、、先天先天先天先天性性性性のののの奇奇奇奇形形形形もしもしもしもしくはくはくはくは欠陥欠陥欠陥欠陥のののの治治治治療療療療とととと回復回復回復回復    六六六六、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが保険契約保険契約保険契約保険契約をををを締結締結締結締結するするするする前前前前にににに患患患患っっっったたたた疾病疾病疾病疾病とととと症症症症状状状状、、、、精精精精神病神病神病神病、、、、精精精精神神神神分分分分裂裂裂裂症症症症、、、、心心心心理理理理的疾病的疾病的疾病的疾病、、、、性病性病性病性病    七七七七、、、、救援救援救援救援機関機関機関機関のののの意意意意見見見見にににに基基基基づづづづいいいいてててて、、、、医療医療医療医療移送移送移送移送またはまたはまたはまたは返返返返送送送送がががが必要必要必要必要ないとしたがないとしたがないとしたがないとしたが、、、、被保険被保険被保険被保険者者者者がががが医療医療医療医療移送移送移送移送またはまたはまたはまたは返返返返送送送送をををを自自自自らららら主主主主張張張張したしたしたした場合場合場合場合    八八八八、、、、第三者第三者第三者第三者がががが提供提供提供提供したしたしたしたササササービスービスービスービスであるたであるたであるたであるためめめめ、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが支払支払支払支払うううう必要必要必要必要のないのないのないのない全全全全ててててのののの費費費費用用用用、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは既既既既にににに旅行旅行旅行旅行費費費費用用用用のののの中中中中にににに含含含含まれまれまれまれてててていたいたいたいた全全全全ててててのののの費費費費用用用用    九九九九、、、、救援救援救援救援会社会社会社会社のののの許許許許可可可可とととと手手手手配配配配なしになしになしになしに発生発生発生発生したしたしたした移送移送移送移送とととと返返返返送送送送費費費費用用用用            十十十十、、、、直接的直接的直接的直接的あるいはあるいはあるいはあるいは間接的間接的間接的間接的なななな、、、、流行性流行性流行性流行性のののの疫病疫病疫病疫病またはまたはまたはまたは大規模大規模大規模大規模なななな流行性流行性流行性流行性のののの疫病疫病疫病疫病のののの勃発勃発勃発勃発にににに起因起因起因起因するするするする救援救援救援救援    十一十一十一十一、、、、主主主主保険条保険条保険条保険条項項項項でででで定定定定めめめめたたたた責任免除事責任免除事責任免除事責任免除事項項項項    十二十二十二十二、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者はははは、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社とととと救援救援救援救援会社会社会社会社がががが定定定定めめめめたたたた救援救援救援救援順序順序順序順序をををを厳厳厳厳しくしくしくしく守守守守ららららなければななければななければななければなりまりまりまりませんせんせんせん。。。。それにそれにそれにそれに反反反反したしたしたした場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは、、、、本本本本特約特約特約特約でででで定定定定めめめめたたたた保険責任保険責任保険責任保険責任をををを負負負負わずわずわずわず、、、、全全全全ててててのののの救援救援救援救援ササササービスービスービスービスをををを即刻即刻即刻即刻停止停止停止停止しししし、、、、救援救援救援救援会社会社会社会社のののの意意意意見見見見にににに従従従従わわわわないことないことないことないこと、、、、及及及及びびびび救援救援救援救援会社会社会社会社のののの同同同同意意意意をををを得得得得なかなかなかなかっっっったことをたことをたことをたことを原因原因原因原因としとしとしとしてててて発生発生発生発生したすしたすしたすしたすべてべてべてべてのののの費費費費用用用用をををを、、、、一一一一切支払切支払切支払切支払いまいまいまいませんせんせんせん。。。。被保険者被保険者被保険者被保険者がががが救救救救援援援援会社会社会社会社のののの提提提提案案案案したしたしたした救援救援救援救援順序順序順序順序をををを断断断断っっっったたたた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はそれにはそれにはそれにはそれに起因起因起因起因するいかなるするいかなるするいかなるするいかなる結果結果結果結果にににに対対対対ししししててててもももも、、、、一一一一切切切切責任責任責任責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。    第四条第四条第四条第四条    保険金保険金保険金保険金額額額額とととと保険保険保険保険料料料料    保険金額は、保険会社が保険金を給付する責任を負担する最高限度額です。保険金額は、保険契約者、保険会社双方が規定し、保険証券に記載します。保険契約者は契約に従い、保険会社に保険料を支払わなければなりません。保険会社と保険契約者は本特約の下に、賠償免除額等の制限条件を設けることができます。 第五条第五条第五条第五条    保険保険保険保険期期期期間間間間    他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第六条第六条第六条第六条    被保険者被保険者被保険者被保険者のののの義義義義務務務務    一、保険期間中に、被保険者に保険責任範囲内の保険事故が発生し、緊急医療移送と返送が必要となった場合、すぐに指定された救援電話をかけ、救援会社と連絡をとらなければなりません。 二、救援会社の同意の下、被保険者の代わりに本特約の責任範囲内に含まれないあらゆる費用を先に支払った場合、救援会社は直接、被保険者及びその親族と決算しなければなりません。 第七条第七条第七条第七条    保険金保険金保険金保険金のののの申申申申請請請請    被保険者被保険者被保険者被保険者にににに発生発生発生発生したしたしたした全全全全ててててのののの、、、、本本本本特約特約特約特約にににに定定定定めらめらめらめられたれたれたれた保険事故保険事故保険事故保険事故はははは、、、、本本本本特約第六条特約第六条特約第六条特約第六条のののの規定規定規定規定にににに従従従従いいいい、、、、すすすすぐぐぐぐにににに救援救援救援救援会社会社会社会社にににに告告告告げげげげなければななければななければななければなららららないないないない。。。。保険会社保険会社保険会社保険会社はははは、、、、救援救援救援救援会社会社会社会社をををを通通通通ししししてててて、、、、本本本本特約特約特約特約のののの規定規定規定規定にににに従従従従ってってってってササササービスービスービスービスをををを提供提供提供提供しししし、、、、該該該該当当当当するするするする費費費費用用用用をををを負担負担負担負担しますしますしますします。。。。保険会社保険会社保険会社保険会社はははは、、、、救援救援救援救援会社会社会社会社をををを通通通通さないいかなるさないいかなるさないいかなるさないいかなる賠賠賠賠償償償償もももも引引引引きききき受受受受けまけまけまけませんせんせんせん。。。。    
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第八条第八条第八条第八条    特特特特約約約約のののの効効効効力力力力のののの停止停止停止停止    本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。 第九条第九条第九条第九条    そのそのそのその他他他他のののの事事事事項項項項    一一一一、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社またはまたはまたはまたは救援救援救援救援会社会社会社会社ののののココココンンンントトトトロールロールロールロールできないできないできないできない事事事事由由由由によりによりによりにより、、、、直接的直接的直接的直接的またはまたはまたはまたは間間間間接的接的接的接的にににに緊急緊急緊急緊急救援救援救援救援責任責任責任責任をををを負担負担負担負担できなかできなかできなかできなかっっっったたたた場合場合場合場合、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは緊急緊急緊急緊急救援救援救援救援責任責任責任責任のののの履履履履行行行行にににに遅遅遅遅れがれがれがれが生生生生じじじじたたたた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はそのはそのはそのはその責任責任責任責任をををを負担負担負担負担しましましましませんせんせんせん。。。。保険会社保険会社保険会社保険会社ののののココココンンンントトトトロールロールロールロールできないできないできないできない事事事事由由由由にはにはにはには、、、、自自自自然災然災然災然災害害害害、、、、スススストトトトライライライライキキキキ、、、、航空航空航空航空便便便便のののの条条条条件件件件、、、、戦争戦争戦争戦争、、、、保険事故発生保険事故発生保険事故発生保険事故発生地地地地またはまたはまたはまたは移送所在移送所在移送所在移送所在地地地地のののの政府政府政府政府もしくはもしくはもしくはもしくは国際国際国際国際組織組織組織組織のののの行為及行為及行為及行為及びそびそびそびそのののの他他他他のののの不可不可不可不可抗抗抗抗力力力力をををを含含含含みみみみますますますます（（（（但但但但しししし、、、、それにそれにそれにそれに限限限限りまりまりまりませんせんせんせん）。）。）。）。    二二二二、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは救援救援救援救援会社会社会社会社のののの意意意意見見見見にににに基基基基づづづづいいいいてててて緊急緊急緊急緊急救援対救援対救援対救援対策策策策をををを立立立立ててててるるるる際際際際、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの健健健健康康康康状状状状態態態態とととと安全安全安全安全にににに不不不不利利利利ないかなるないかなるないかなるないかなる要要要要求求求求をもをもをもをも断断断断るるるる権利権利権利権利をををを有有有有しますしますしますします。。。。例例例例ええええばばばば、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社またはまたはまたはまたは救援救援救援救援会社会社会社会社がががが費費費費用用用用にににに不不不不適切適切適切適切なななな点点点点があるとがあるとがあるとがあると判判判判断断断断したしたしたした際際際際、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは費費費費用用用用をををを合合合合理理理理的的的的かかかかつつつつ正正正正常常常常なななな範囲範囲範囲範囲内内内内にににに制制制制限限限限するするするする権利権利権利権利をををを有有有有しますしますしますします。。。。    三、被保険者に対して行ういかなる救助とサービスも、関連する国際公約を守り、関連国家と地域の法律規定を守らなければなりません。 第十条第十条第十条第十条    用語用語用語用語のののの定義定義定義定義    1111、、、、重重重重傷傷傷傷：：：： 病院の医師によって、被保険者の負った怪我が被保険者の命にかかわるため、目的していた旅行行程を続けるには適しないと診断、証明されたもの 2222、、、、突突突突発性発性発性発性のののの重重重重病病病病：：：： 被保険者が保険期間中に、旅行をした際、初めて患った突然性の疾病または突発的に現れた症状で、病院の医師によって、被保険者の患った疾病が被保険者の命にかかわるため、目的していた旅行行程を続けるには適しないと診断、証明されたものを指します。但し、本特約が効力を持つ前に患ったあらゆる突然性疾病、または突発的に現れた症状及び慢性疾患は除きます。 3333、、、、出発出発出発出発地地地地    被保険者の旅行目的地が中国国内（香港、マカオ及び台湾地域を含まない）である場合、出発地は、被保険者が中国国内において日常的に居住する場所を指します。被保険者の旅行目的地が中国国外（香港、マカオ及び台湾地域を含む）である場合、出発地は中国国内を指します。 ４、先天先天先天先天性性性性のののの疾病疾病疾病疾病    先天性の疾病というのは、被保険者が生まれつき患っている疾病（症状あるいは体の異変）を指します。これらの疾病は人間の遺伝物質（染色体及びその中の遺伝子を含む）が人体に有害な変化を起こしたために発生するか、もしくは母親の妊娠期間中に、内外環境による何らかの物理、化学、生物等の要素の影響を受けたために、胎児の局部体細胞の発育が異常になり、嬰児が生まれる際に、関連器官系統が、構造上或は機能上異常が現れるものです。 本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。 第十一条第十一条第十一条第十一条    そのそのそのその他他他他のののの条条条条項項項項のののの適適適適用用用用    本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。  



24 

華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社    入院訪入院訪入院訪入院訪問費問費問費問費用補償特約用補償特約用補償特約用補償特約        第一条第一条第一条第一条    特約特約特約特約のののの締結締結締結締結    本特別約款（以下「本特約」と略する）は、保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。 第二条第二条第二条第二条 保険責任保険責任保険責任保険責任    保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内、または国外を旅行した際、偶然な事故または突発性の重病（「用語の定義」第一条を参照）を患い、被保険者が所在する現地の医師の診断によって、七日（入院して 24 時間経過した場合、一日としますが、被保険者が入院期間中に無断に病院を離れた日数は除きます）以上の入院（「用語の定義」第二条を参照）治療を必ず必要とし、且つ生活が自立できずに他人の介護を必要とする場合、一名の直系の親族が見舞及び面倒を見に行くのに合理的かつ必要な下記の費用に対して、保険会社は本特約の規定に従い、一項目、或は二項目の賠償責任を負担します。 一、訪問者がその日常的な居住地から被保険者がいる場所まで往復するエコノミクラスの飛行機料金、船舶料金または列車料金；及び/或は 二、被保険者を介護する期間中の宿泊費用（三つ星ホテルの標準的な部屋に限る）及び公共交通費用。費用は被保険者の退院日までとします。 第三条第三条第三条第三条    責任免除責任免除責任免除責任免除    以下に掲げる状況のいずれかにより、直接或は間接的に保険事故が発生した場合、保険会社は賠償責任を負担しません。 一一一一、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者ののののリリリリハハハハビリテーシビリテーシビリテーシビリテーショョョョンンンン、、、、物物物物理治理治理治理治療療療療、、、、安安安安産産産産とととと分娩分娩分娩分娩（（（（帝王切帝王切帝王切帝王切開開開開、、、、流産及流産及流産及流産及びびびび分娩分娩分娩分娩誘誘誘誘発発発発をををを含含含含むむむむ））））等等等等        二二二二、、、、慢慢慢慢性病性病性病性病、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは旅行旅行旅行旅行前前前前にににに患患患患っっっったたたた既既既既往往往往症症症症のののの治治治治療療療療    三三三三、、、、流行性流行性流行性流行性のののの疫病疫病疫病疫病もしくはもしくはもしくはもしくは大規模大規模大規模大規模なななな流行性流行性流行性流行性のののの疫病疫病疫病疫病によによによによってってってって発生発生発生発生したしたしたした治治治治療療療療、、、、またはそまたはそまたはそまたはそのののの発生発生発生発生をををを予防予防予防予防するたするたするたするためめめめのののの医療医療医療医療    四四四四、、、、脊椎椎脊椎椎脊椎椎脊椎椎間間間間板板板板ヘヘヘヘルルルルニニニニアアアア、、、、またはまたはまたはまたは脊椎椎脊椎椎脊椎椎脊椎椎間間間間板板板板のののの修復修復修復修復のののの治治治治療療療療    五五五五、、、、避避避避妊妊妊妊、、、、またはまたはまたはまたは不妊手術不妊手術不妊手術不妊手術にににに起因起因起因起因するするするする治治治治療療療療    六六六六、、、、薬物薬物薬物薬物アレルギーアレルギーアレルギーアレルギーにににに起因起因起因起因するするするする治治治治療療療療    七七七七、、、、扁桃腺扁桃腺扁桃腺扁桃腺、、、、アアアアデノデノデノデノイイイイドドドド、、、、ヘヘヘヘルルルルニニニニアアアア、、、、女女女女性生性生性生性生殖殖殖殖器器器器官官官官のののの疾病疾病疾病疾病のののの治治治治療療療療あるいはあるいはあるいはあるいは上上上上述述述述のののの疾疾疾疾病病病病によるによるによるによる手術手術手術手術にににに起因起因起因起因するするするする治治治治療療療療    八八八八、、、、このこのこのこの旅行旅行旅行旅行前前前前にににに既既既既にににに資資資資格格格格をををを有有有有するするするする専門専門専門専門医医医医によによによによってってってって治治治治療不可能療不可能療不可能療不可能なななな不不不不治治治治のののの病病病病をををを患患患患ってってってっているといるといるといると診診診診断断断断されたされたされたされた場合場合場合場合    九九九九、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの美美美美容容容容、、、、整形整形整形整形、、、、矯矯矯矯正正正正術術術術、、、、非必需緊急非必需緊急非必需緊急非必需緊急治治治治療療療療であるであるであるである手術手術手術手術、、、、心心心心理理理理カウンカウンカウンカウンセセセセリリリリングングングングとととと近視矯近視矯近視矯近視矯正正正正手術手術手術手術    十十十十、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの健康管健康管健康管健康管理理理理（（（（身身身身体体体体検査検査検査検査、、、、健康診健康診健康診健康診断断断断、、、、療療療療養養養養、、、、特特特特別介護別介護別介護別介護またはまたはまたはまたは静静静静養養養養をををを含含含含みみみみますますますます））））ななななどどどどのののの非非非非治治治治療性行為療性行為療性行為療性行為、、、、及及及及びびびび不不不不健康健康健康健康とととと証明証明証明証明できるできるできるできる客客客客観観観観的的的的なななな症症症症状状状状がないがないがないがない場合場合場合場合、、、、及及及及びびびび臓臓臓臓器器器器提供提供提供提供をををを目目目目的的的的とするとするとするとする医療行為医療行為医療行為医療行為    十一十一十一十一、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者にににに人人人人工工工工的的的的なななな器器器器官官官官がががが移植移植移植移植されたりされたりされたりされたり、、、、歯歯歯歯ののののクリークリークリークリーニニニニングングングング、、、、歯歯歯歯ののののホワホワホワホワイイイイトトトトニニニニングングングング、、、、視視視視力検査力検査力検査力検査、、、、歯歯歯歯科科科科治治治治療療療療またはまたはまたはまたは手術手術手術手術、、、、及及及及びびびび義義義義歯歯歯歯、、、、虫虫虫虫歯歯歯歯のののの治治治治療療療療がされたがされたがされたがされた場合場合場合場合。。。。但但但但しししし、、、、意外傷害意外傷害意外傷害意外傷害にににに起因起因起因起因するするするする一一一一般般般般的的的的なななな歯歯歯歯科科科科治治治治療療療療またはまたはまたはまたは手術手術手術手術はははは除除除除きますきますきますきます。。。。    十二十二十二十二、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの先天先天先天先天性性性性のののの疾病疾病疾病疾病（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第第第第４４４４条条条条をををを参照参照参照参照））））とととと症症症症状状状状、、、、遺遺遺遺伝伝伝伝性性性性のののの疾疾疾疾病病病病、、、、先天先天先天先天性性性性のののの奇奇奇奇形形形形またはまたはまたはまたは欠陥欠陥欠陥欠陥のののの治治治治療療療療とととと回復回復回復回復    十三十三十三十三、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが保険契約保険契約保険契約保険契約をををを締結締結締結締結するするするする前前前前にににに患患患患っっっったたたた疾病疾病疾病疾病とととと症症症症状状状状、、、、精精精精神病神病神病神病、、、、精精精精神神神神分分分分裂裂裂裂症症症症、、、、
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心心心心理理理理的疾病的疾病的疾病的疾病、、、、性病性病性病性病    十四十四十四十四、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの主治主治主治主治医医医医またはまたはまたはまたは救援救援救援救援機機機機構構構構がががが権権権権限限限限をををを授授授授けるけるけるける医師医師医師医師のののの意意意意見見見見にににに基基基基づづづづいいいいてててて、、、、被被被被保険者保険者保険者保険者がががが合合合合理理理理的的的的にににに元来元来元来元来のののの出発出発出発出発地地地地にににに戻戻戻戻るまでるまでるまでるまで、、、、治治治治療療療療やややや手術手術手術手術をををを延延延延期期期期することができるにもかすることができるにもかすることができるにもかすることができるにもかかかかかわらずわらずわらずわらず、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが旅行旅行旅行旅行先先先先のののの現地現地現地現地でででで治治治治療療療療、、、、或或或或いはいはいはいは手術手術手術手術をををを受受受受けるとけるとけるとけると主主主主張張張張したしたしたした場合場合場合場合    十五十五十五十五、、、、現地現地現地現地のののの病病病病院院院院によによによによってってってって発行発行発行発行されたされたされたされたオオオオリリリリジナジナジナジナルルルルのののの領収領収領収領収書書書書またはまたはまたはまたは医療医療医療医療証明書証明書証明書証明書がないがないがないがない場合場合場合場合    十六十六十六十六、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが救救救救援援援援機機機機構構構構のののの意意意意見見見見にににに従従従従ううううことをことをことをことを断断断断っっっったたたた場合場合場合場合    十七十七十七十七、、、、主主主主保険約款保険約款保険約款保険約款でででで定定定定めらめらめらめられたれたれたれた責任免除事責任免除事責任免除事責任免除事項項項項    第四条第四条第四条第四条    保険金保険金保険金保険金額額額額とととと保険保険保険保険料料料料     保険金額は保険会社が保険金を給付する責任を負担する最高限度額です。保険金額は、保険契約者、保険会社双方が規定し、保険証券に記載します。保険契約者は契約に従い、保険会社に保険料を支払わなければなりません。保険会社と保険契約者は本特約条項の下、賠償免除額などの制限条件を設けることができます。 第五条第五条第五条第五条    保険保険保険保険期期期期間間間間    他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第六条第六条第六条第六条    保険金保険金保険金保険金のののの請請請請求求求求    一、被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入し、以下の証明書類、資料を保険会社に提供し、保険金の支払いを請求します。 １、保険証券または保険証書原本 ２、被保険者の戸籍証明または身分証明 ３、被保険者と訪問者の関係を証明する書類の原本及びコピー   ４、訪問者の宿泊費用及び公共交通費用の明細及び領収証原本 ５、訪問者の往復航空券、船舶乗船チケット、もしくは列車切符の送り状もしくは領収書の原本及び飛行機搭乗券の原本 ６、病院によって発行された病理検査、代理検査及び他の医療器具の検査報告を添付した医療診断証明書とカルテ、及び医療費と薬剤費に関するオリジナルの明細書、退院に関する中間報告の原本   ７、法律規定授権部門によって発行された意外事故証明書類 ８、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行をしたことを証明する書類 ９、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連証明と資料 二二二二、本特約におけるすべての損失計算と保険金の支払いが外国通貨に関係する場合、全て人民元に換算し、人民元で賠償します。関連交換比率は、訪問者が居住地から出発した当日の中国銀行の公示外国為替レートを基準とします。 三三三三、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの損損損損失失失失がそのがそのがそのがその他他他他ののののルールールールートトトトまたはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの保険保険保険保険証証証証券券券券によによによによってってってって既既既既にににに賠賠賠賠償償償償さささされたれたれたれた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは、、、、関関関関連部連部連部連部門門門門或或或或はははは保険保険保険保険証証証証券券券券契約会社契約会社契約会社契約会社かかかからららら発行発行発行発行されたされたされたされた関関関関連証明連証明連証明連証明、、、、またまたまたまたはははは保険金保険金保険金保険金支払証明支払証明支払証明支払証明にににに基基基基づづづづいいいいてててて、、、、本本本本保険契約保険契約保険契約保険契約のののの保険金保険金保険金保険金額額額額内内内内でででで、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの前前前前述述述述のののの賠賠賠賠償償償償額以額以額以額以外外外外のののの残残残残っっっったたたた部分部分部分部分のののの賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任だだだだけをけをけをけを負担負担負担負担しますしますしますします。。。。 第七条第七条第七条第七条    特約特約特約特約のののの効効効効力力力力のののの停止停止停止停止    本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。 第八条第八条第八条第八条    用語用語用語用語のののの定義定義定義定義    １１１１、、、、    突突突突然然然然性性性性のののの疾病疾病疾病疾病    被保険者が保険期間中に旅行した際、初めて患った突然性の疾病、または突発的に現
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れた症状を指します。但し、本特約が有効になる前に患った突然性の疾病、あるいは突発的に現れた症状及び慢性疾患を、すべて含みません。 ２２２２、、、、入院入院入院入院：：：：    被保険者被保険者被保険者被保険者がががが、、、、入院入院入院入院したしたしたした病病病病院院院院のののの正正正正式式式式なななな病病病病棟棟棟棟ににににてててて治治治治療療療療をををを受受受受けけけけ、、、、医者医者医者医者のののの臨床診臨床診臨床診臨床診断断断断にににに基基基基づづづづいいいいてててて、、、、必必必必ずずずず正正正正式式式式にににに入院入院入院入院手手手手続続続続をををを行行行行いいいい、、、、かかかかつつつつ連連連連続続続続でででで２２２２４４４４時時時時間間間間以上以上以上以上入院入院入院入院したしたしたした場合場合場合場合をををを指指指指しますしますしますします。。。。但但但但しししし、、、、外外外外来診来診来診来診療療療療室室室室、、、、自自自自宅看護宅看護宅看護宅看護、、、、そのそのそのその他他他他のののの偽偽偽偽装装装装入院入院入院入院（（（（被保険者被保険者被保険者被保険者がががが入院入院入院入院過程過程過程過程でででで一一一一日日日日以以以以内内内内にににに入院入院入院入院診診診診断断断断にににに関関関関するするするする検査検査検査検査とととと診診診診断断断断をををを受受受受けなかけなかけなかけなかっっっったたたた場合場合場合場合、、、、或或或或はははは一一一一日日日日以以以以内内内内にににに入院入院入院入院時時時時間間間間がががが 24242424 時時時時間間間間未満未満未満未満のののの場合場合場合場合をををを指指指指しますしますしますします。。。。但但但但しししし、、、、医者医者医者医者のののの指示指示指示指示にににに基基基基づづづづきききき、、、、他病他病他病他病院院院院ににににてててて臨臨臨臨時時時時診診診診療療療療をををを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合はははは除除除除ききききますますますます。）。）。）。）及及及及びびびび合合合合理理理理的的的的なななな理理理理由由由由のないのないのないのない入院入院入院入院のののの場合場合場合場合はははは除除除除きますきますきますきます。。。。被保険者被保険者被保険者被保険者がががが非非非非医療医療医療医療目目目目的的的的でででで、、、、無断無断無断無断でででで病病病病室室室室をををを１２１２１２１２時時時時間間間間（（（（含含含含むむむむ））））以上離以上離以上離以上離れたれたれたれた場合場合場合場合、、、、自動自動自動自動退院退院退院退院とととと見見見見なしますなしますなしますなします。。。。    ３３３３、、、、出発出発出発出発地地地地    被保険者の旅行目的地が中国国内（香港、マカオ及び台湾地域を含まない）である場合、出発地は被保険者が中国国内において日常的に居住する場所を指します。被保険者の旅行目的地が中国国外（香港、マカオ及び台湾地域を含む）である場合、出発地は中国国内を指します。 ４４４４、、、、先天先天先天先天性性性性のののの疾病疾病疾病疾病 先天性の疾病というのは、被保険者が生まれつき患っている疾病（症状あるいは体の異常）を指します。これらの疾病は人間の遺伝物質（染色体及びその中の遺伝子を含む）が人体に有害な変化を起こしたために発生するか、もしくは母親の妊娠期間中に、内外環境による何らかの物理、化学、生物等の要素の影響を受けたために、胎児の局部体細胞の発育が異常になり、嬰児が生まれる際、関連器官系統が、構造上或は機能上異常が現れるものです。 本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。 第九条第九条第九条第九条    そのそのそのその他他他他のののの条条条条項項項項のののの適適適適用用用用    本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。                  
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華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社    旅行行旅行行旅行行旅行行程程程程取取取取消消消消費費費費用補償特約用補償特約用補償特約用補償特約        第一条第一条第一条第一条    特約特約特約特約のののの締結締結締結締結    本特別約款（以下「本特約」と略する）は、保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。 第二条第二条第二条第二条    保険責任保険責任保険責任保険責任    保険期間中に、以下に掲げる事故のいずれかにより、被保険者が旅行行程をキャンセルした場合、保険会社は被保険者が事前に支払ったが未使用で、かつ返却不可能な旅行、宿泊手付金あるいは保証金に対して、賠償責任を負担します。 交通費、宿泊費または関連旅行商品の費用に対しては、保険会社は本特約の規定に従い、賠償責任を負担します。 （一）基本保険責任 １、被保険者が死亡した場合、重大な意外傷害事故による重傷（第一条解釈を参照）、または突発性の重病（「用語の定義」第二条を参照）を患い、現地の病院の医師によって元の旅行行程を続けるのに適さないと診断された場合 ２、被保険者の配偶者（「用語の定義」第三条を参照）、両親または子女が、本特約が有効になった後に死亡した場合、もしくは重大な意外傷害事故による重傷または突発性の重病を患った場合 （二）任意選択の保険責任（任意に一項目または複数項目を選択可能） １、公共交通乗用具（「用語の定義」第四条を参照）の運送事業者が雇用する労働者による突発的なストライキ、暴動 ２、計画した旅行目的地に伝染病が突然発生し、元の旅行行程を続けるに適さない場合 3、計画した旅行目的地が自然災害に遭遇し、元の旅行行程を続けるに適さない場合 本特約が有効になる前に、被保険者は、身体状況が必ず旅行に適し、かつ被保険者が元の旅行行程のキャンセルをもたらすいかなる状況も意識していない必要があります。 第三第三第三第三条条条条    責任免除責任免除責任免除責任免除    以下に掲げる状況のいずれかにより、直接的或は間接的に被保険者の旅行行程のキャンセル、または被保険者の損失をもたらした場合、保険会社は賠償責任を負担しません。 一一一一、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが交通交通交通交通、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊またはまたはまたはまたは関関関関連連連連旅行旅行旅行旅行商品商品商品商品をををを予予予予約約約約するするするする際際際際、、、、既既既既にににに旅行行旅行行旅行行旅行行程程程程ののののキャキャキャキャンンンンセセセセルルルルをもたをもたをもたをもたららららすすすす可能性可能性可能性可能性がががが存在存在存在存在するするするする何何何何ららららかのかのかのかの状況状況状況状況をををを認認認認識識識識ししししてててていたいたいたいた場合場合場合場合    二二二二、、、、ホホホホテルテルテルテル、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具のののの運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者、、、、旅行社旅行社旅行社旅行社またはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社がががが既既既既にににに返返返返金金金金、、、、或或或或はははは賠賠賠賠償償償償をををを確確確確定定定定したしたしたした損損損損失失失失    三三三三、、、、政府政府政府政府またはまたはまたはまたは法律法律法律法律のののの規定規定規定規定にににに起因起因起因起因するするするする損損損損失失失失    四四四四、、、、ホホホホテルテルテルテル、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具のののの運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者、、、、旅行社旅行社旅行社旅行社またはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社のののの契約契約契約契約違違違違反反反反もしくはもしくはもしくはもしくは破破破破産産産産にににに起因起因起因起因するするするする損損損損失失失失    五五五五、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが元元元元のののの旅行行旅行行旅行行旅行行程程程程にににに従従従従わわわわなかなかなかなかっっっったたたたたたたためめめめにににに被被被被っっっったたたた損損損損失失失失    六六六六、、、、経経経経済済済済的的的的なななな理理理理由由由由でででで元元元元のののの旅行行旅行行旅行行旅行行程程程程ををををキャキャキャキャンンンンセセセセルルルルしたたしたたしたたしたためめめめにににに、、、、被被被被っっっったたたた損損損損失失失失    七七七七、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者もしくはもしくはもしくはもしくは直直直直系系系系のののの家族家族家族家族、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは同同同同行者行者行者行者がががが違法違法違法違法なななな犯罪行為犯罪行為犯罪行為犯罪行為をををを行行行行っっっったたたた場合場合場合場合    八八八八、、、、旅行行旅行行旅行行旅行行程程程程ををををキャキャキャキャンンンンセセセセルルルルするするするする必要必要必要必要がががが生生生生じじじじたたたた時時時時、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが即即即即時時時時にににに旅行社旅行社旅行社旅行社、、、、ガガガガイイイイドドドド、、、、運運運運送送送送ササササービスービスービスービス提供提供提供提供者者者者またはまたはまたはまたはホホホホテルテルテルテル、、、、旅旅旅旅館館館館にににに告告告告げげげげなかなかなかなかっっっったたたたたたたためめめめにににに被被被被っっっったたたた損損損損失失失失    九九九九、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者ののののリリリリハハハハビリテーシビリテーシビリテーシビリテーショョョョンンンン、、、、物物物物理治理治理治理治療療療療、、、、安安安安産産産産とととと分娩分娩分娩分娩（（（（帝王切帝王切帝王切帝王切開開開開、、、、流産及流産及流産及流産及びびびび分娩分娩分娩分娩誘誘誘誘発発発発をををを含含含含みみみみますますますます））））    



28 

十十十十、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの美美美美容容容容、、、、整形整形整形整形、、、、矯矯矯矯正正正正術術術術、、、、非必需緊急非必需緊急非必需緊急非必需緊急治治治治療療療療であるであるであるである手術手術手術手術、、、、心心心心理理理理カウンカウンカウンカウンセセセセリリリリングングングングとととと近視矯近視矯近視矯近視矯正正正正手術手術手術手術    十一十一十一十一、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの健康管健康管健康管健康管理理理理（（（（身身身身体体体体検査検査検査検査、、、、健康診健康診健康診健康診断断断断、、、、療療療療養養養養、、、、特特特特別介護別介護別介護別介護またはまたはまたはまたは静静静静養養養養をををを含含含含みみみみますますますます。）。）。）。）ななななどどどどのののの非非非非治治治治療性行為療性行為療性行為療性行為、、、、及及及及びびびび不不不不健康健康健康健康とととと証明証明証明証明できるできるできるできる客客客客観観観観的的的的なななな症症症症状状状状がないがないがないがない場合場合場合場合、、、、及及及及びびびび臓臓臓臓器器器器提供提供提供提供をををを目目目目的的的的とするとするとするとする医療行為医療行為医療行為医療行為    十二十二十二十二、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者にににに人人人人工工工工的的的的なななな器器器器官官官官がががが移植移植移植移植されたりされたりされたりされたり、、、、歯歯歯歯ののののクリークリークリークリーニニニニングングングング、、、、歯歯歯歯ののののホワホワホワホワイイイイトトトトニニニニングングングング、、、、視視視視力検査力検査力検査力検査、、、、歯歯歯歯科科科科治治治治療療療療またはまたはまたはまたは手術手術手術手術、、、、及及及及びびびび義義義義歯歯歯歯、、、、虫虫虫虫歯歯歯歯のののの治治治治療療療療がされたがされたがされたがされた場合場合場合場合。。。。但但但但しししし、、、、意外傷害意外傷害意外傷害意外傷害にににに起因起因起因起因するするするする一一一一般般般般的的的的なななな歯歯歯歯科科科科治治治治療療療療またはまたはまたはまたは手術手術手術手術はははは除除除除きますきますきますきます。。。。            十三十三十三十三、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの先天先天先天先天性性性性のののの疾病疾病疾病疾病（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第五条第五条第五条第五条をををを参照参照参照参照））））とととと症症症症状状状状、、、、遺遺遺遺伝伝伝伝性性性性のののの疾疾疾疾病病病病、、、、先天先天先天先天性性性性のののの奇奇奇奇形形形形またはまたはまたはまたは欠陥欠陥欠陥欠陥のののの治治治治療療療療とととと回復回復回復回復    十四十四十四十四、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが保険契約保険契約保険契約保険契約をををを締結締結締結締結するするするする前前前前にににに患患患患っっっったたたた疾病疾病疾病疾病とととと症症症症状状状状、、、、精精精精神病神病神病神病、、、、精精精精神神神神分分分分裂裂裂裂症症症症、、、、心心心心理理理理的疾病的疾病的疾病的疾病、、、、性病性病性病性病            十五十五十五十五、、、、第三者第三者第三者第三者がががが提供提供提供提供したしたしたしたササササービスービスービスービスであるたであるたであるたであるためめめめにににに、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが支払支払支払支払うううう必要必要必要必要のないのないのないのない費費費費用用用用、、、、またはまたはまたはまたは既既既既にににに旅行旅行旅行旅行費費費費用用用用のののの中中中中にににに含含含含まれたすまれたすまれたすまれたすべてべてべてべてのののの費費費費用用用用    十六十六十六十六、、、、同同同同行者行者行者行者またはまたはまたはまたは親親親親族族族族がががが、、、、本付加本付加本付加本付加約款約款約款約款がががが効効効効力力力力をををを持持持持つつつつ際際際際にににに既既既既にににに存在存在存在存在ししししてててていたいたいたいた、、、、いかいかいかいかなるなるなるなる病病病病状状状状もしくはもしくはもしくはもしくは病病病病状状状状によるによるによるによる死亡死亡死亡死亡、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは病病病病気気気気になになになになっっっったたたた場合場合場合場合            十七十七十七十七、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが医師医師医師医師のののの書面書面書面書面によるによるによるによる証明証明証明証明をををを提供提供提供提供できないできないできないできない怪我怪我怪我怪我またはまたはまたはまたは病病病病気気気気    十八十八十八十八、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者またまたまたまたはそのはそのはそのはその旅行旅行旅行旅行同同同同伴伴伴伴者者者者がががが旅行旅行旅行旅行計画計画計画計画をををを変変変変更更更更したしたしたした場合場合場合場合    十九十九十九十九、、、、政府政府政府政府のののの禁禁禁禁止止止止令令令令またはまたはまたはまたは規規規規制制制制    二十二十二十二十、、、、直接的直接的直接的直接的あるいはあるいはあるいはあるいは間接的間接的間接的間接的にににに、、、、伝伝伝伝染病染病染病染病またはまたはまたはまたは流行性流行性流行性流行性のののの疫病疫病疫病疫病のののの勃発勃発勃発勃発によりによりによりにより中中中中止止止止したしたしたしたかかかか、、、、旅行行旅行行旅行行旅行行程程程程をををを変変変変更更更更したしたしたした場合場合場合場合    二十一二十一二十一二十一、、、、直接的或直接的或直接的或直接的或はははは間接的間接的間接的間接的にににに、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者またはそのまたはそのまたはそのまたはその旅行旅行旅行旅行同同同同伴伴伴伴者者者者またはまたはまたはまたは親親親親族族族族がががが隔隔隔隔離離離離さささされたれたれたれた場合場合場合場合    二十二二十二二十二二十二、、、、旅行社旅行社旅行社旅行社がががが人人人人数数数数不不不不足足足足のたのたのたのためめめめ旅行旅行旅行旅行団団団団をををを組組組組めめめめなかなかなかなかっっっったたたた場合場合場合場合    二十三二十三二十三二十三、、、、テロテロテロテロ活動活動活動活動またはまたはまたはまたはテロテロテロテロ恐喝恐喝恐喝恐喝によによによによってってってって直接的直接的直接的直接的、、、、或或或或はははは間接的間接的間接的間接的にににに被被被被っっっったたたた損損損損失失失失    二十四二十四二十四二十四、、、、既既既既にににに計画計画計画計画したしたしたした旅行旅行旅行旅行目目目目的的的的地地地地にににに暴暴暴暴動動動動がががが突突突突然然然然発生発生発生発生しししし、、、、元元元元のののの旅行行旅行行旅行行旅行行程程程程をををを進進進進めめめめるにるにるにるに適適適適さないさないさないさない場合場合場合場合    二十五二十五二十五二十五、、、、死亡死亡死亡死亡、、、、怪我怪我怪我怪我またはまたはまたはまたは病病病病気気気気になになになになっっっったたたた者者者者がががが中中中中国大国大国大国大陸陸陸陸以以以以外外外外にににに居住居住居住居住するするするする場合場合場合場合    二十六二十六二十六二十六、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが、、、、旅行社旅行社旅行社旅行社、、、、運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者、、、、ホホホホテルテルテルテルによによによによってってってって発行発行発行発行されたされたされたされた、、、、保保保保証証証証金金金金のののの返返返返却却却却がががが不可能不可能不可能不可能なななな証明証明証明証明、、、、或或或或はははは罰罰罰罰金金金金証明証明証明証明のののの原原原原本本本本をををを提提提提出出出出できないできないできないできない場合場合場合場合    二十七二十七二十七二十七、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが罰罰罰罰金或金或金或金或はははは保保保保証証証証金金金金のののの領収領収領収領収書書書書原原原原本本本本をををを提提提提出出出出できないできないできないできない場合場合場合場合    二十八二十八二十八二十八、、、、主主主主保険約款保険約款保険約款保険約款にににに定定定定めらめらめらめられたれたれたれた責任免除事責任免除事責任免除事責任免除事項項項項    第四条第四条第四条第四条    保険保険保険保険期期期期間間間間    他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は、以下の二つの時刻のうちの、後者になった時点に、開始する。１）被保険者が本保険を購入し、保険金を支払う時点２）旅行開始の一週間前。    保険期間の終了時刻は、被保険者が旅行を開始した時点です。 第五条第五条第五条第五条    保険金保険金保険金保険金のののの請求請求請求請求 一、被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入し、以下の証明書類、資料を保険会社に提供し、保険金の支払いを請求します。 １、保険証券または保険証書原本 ２、被保険者の戸籍証明または身分証明書 ３、死亡者死体検案書もしくは公印が押された死亡証明書、死者の戸籍抹消証明書類のコピー、もしくは医師によって発行された被保険者の配偶者、両親、または子
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女の重傷或は重病を患った証明書類の原本 ４、被保険者と死者の関係を証明する書類のコピー ５、被保険者が元の旅行行程を続けるには適さないという医師の証明書類の原本 ６、既に支払った交通費、宿泊費及び関連旅行商品の前納費用の明細書、及びレシートまたは領収書の原本 ７、旅行社、交通乗用具の運送事業者、宿泊担当者などの部門が発行した、被保険者が支払い済みであるが未使用で返却不可能な費用の明細書 ８、交通費を支払ったが、旅行行程のキャンセルのため使用できない元の航空券、乗車券、船舶搭乗券 ９、保険会社の認可を得た意外事故証明書類 10、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行をしたことを証明する書類 11、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連する証明と資料         三三三三、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの損損損損失失失失がそのがそのがそのがその他他他他ののののルールールールートトトトまたはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの保険会社保険会社保険会社保険会社によによによによってってってって既既既既にににに賠賠賠賠償償償償さささされたれたれたれた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは関関関関連部連部連部連部門門門門またはまたはまたはまたは保険会社保険会社保険会社保険会社よりよりよりより発行発行発行発行されたされたされたされた関関関関連証明連証明連証明連証明或或或或はははは保険金保険金保険金保険金支払支払支払支払証明証明証明証明にににに基基基基づづづづいいいいてててて、、、、本本本本保険契約保険契約保険契約保険契約のののの保険金保険金保険金保険金額額額額内内内内でででで被保険者被保険者被保険者被保険者のののの前前前前述述述述したしたしたした賠賠賠賠償償償償額以額以額以額以外外外外のののの残残残残っっっったたたた部部部部分分分分のののの賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負担負担負担負担するするするする。。。。    第六条第六条第六条第六条    本本本本特約特約特約特約のののの効効効効力力力力のののの停止停止停止停止    本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。 第七条第七条第七条第七条    用語用語用語用語のののの定義定義定義定義    １、重傷： 病院の医師によって、被保険者の負傷が命にかかわるため、目的していた旅行行程を続けるには適さないと診断、証明されたものを指します。 ２２２２、、、、突突突突発性発性発性発性のののの重重重重病病病病：：：： 被保険者が本特約の保険期間中に旅行した際、初めて患った突然性の疾病、または突発的に現れた症状で、病院の医師により、被保険者の患った疾病が被保険者の命にかかわるために、最初に決定した旅行行程を続けるには適さないと診断、証明されたものを指します。但し、本保険契約が有効になる前に患った、突然性の疾病、または突発的に現れた症状及び慢性疾患は、すべて除きます。 ３３３３、、、、配配配配偶偶偶偶者者者者：：：：    保険事故発生時に被保険者と合法的な婚姻関係にある夫または妻を指します。 ４、公共交通乗用具 現地政府当局が法律に基づいて発行した公共交通営業許可書を有し、有料で合法的に乗客を乗せる以下の交通乗用具を指します。 １）路線バス、長距離バス、タクシー、渡り舟、ホバークラフト、水中翼船、汽船、列車、路面電車、軌道列車（地下鉄、モノレール、リニアモーターカーを含みます） ２）定期航空便を運営する航空会社が経営する商業用の旅客空港を往復する、固定翼型飛行機  ３)航空会社が経営する商業用の旅客空港間または、運航許可証のあるヘリポート間を往復するヘリコプター ４）固定路線とダイヤに従って運行する定期空港バス 上述した各種の公共交通乗用具を、公共交通乗用具ではない目的と用途で利用した場
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合、本特約記載の「公共交通乗用具」の意味に適合しません。また、政府、企業及び個人がチャーターした場合も公共交通乗用具の定義の範囲に入りません。 ５、、、、先天先天先天先天性性性性のののの疾病疾病疾病疾病    先天性の疾病というのは、被保険者が生まれつき患っている疾病（症状あるいは体の異常）を指します。これらの疾病は人間の遺伝物質（染色体及びその中の遺伝子を含む）が人体に有害な変化を起こしたために発生するか、もしくは母親の妊娠期間中に、内外環境による何らかの物理、化学、生物等の要素の影響を受けたために、胎児の局部体細胞の発育が異常になり、嬰児が生まれる際、関連器官系統が、構造上或は機能上異常が現れるものです。 本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。 第八条第八条第八条第八条    そのそのそのその他他他他のののの条条条条項項項項のののの適適適適用用用用    本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。                        
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華泰財産華泰財産華泰財産華泰財産保険株式有限会社保険株式有限会社保険株式有限会社保険株式有限会社    旅行行旅行行旅行行旅行行程程程程遅延遅延遅延遅延費費費費用補償特約用補償特約用補償特約用補償特約        第一条第一条第一条第一条    特約特約特約特約のののの締結締結締結締結    本特別約款（以下「本特約」と略する）は、保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。 第二条第二条第二条第二条    保険責任保険責任保険責任保険責任    保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内、または国外を旅行した際に、自然災害、気象状況の悪化、機械の故障、航空規制、ストライキ、ハイジャックもしくはサボタージュ及び空輸、水上輸送労働者の臨時的抗議活動により、被保険者の搭乗予定の公共交通乗用具（「用語の定義」第一条を参照）が遅延した場合、保険会社は本特約の規定に従い、賠償責任を負担します。 一、航空便の離陸時間の遅延が本特約に規定した時間帯に達し、かつその航空便の元の離陸時間から上述の規定した時間帯の間に、同一空港内に、被保険者が搭乗できる、同一目的地へ向かうその他の航空便がない場合 二、その他の公共交通乗用具の出発時間の遅延が本特約に規定した時間帯に達し、かつ運送事業者が被保険者に代替交通乗用具を手配できない場合  第三条第三条第三条第三条    責任免除責任免除責任免除責任免除    以下に掲げる状況のいずれかにより、直接的或は間接的に被保険者の旅行行程の遅延或は、下記の損失をもたらした場合、保険会社は賠償責任を負担しません。    一一一一、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが旅行出発旅行出発旅行出発旅行出発前前前前にににに既既既既にににに、、、、旅行行旅行行旅行行旅行行程程程程のののの遅延遅延遅延遅延をもたをもたをもたをもたららららすすすす可能性可能性可能性可能性がががが存在存在存在存在するするするする状状状状況況況況をををを認認認認識識識識ししししてててていたいたいたいた場合場合場合場合    二二二二、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者ががががチェチェチェチェッッッックインクインクインクインをををを完了完了完了完了したがしたがしたがしたが、、、、時時時時間間間間通通通通りにりにりにりに公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具（（（（本付加本付加本付加本付加約約約約款款款款のののの保険責任事故保険責任事故保険責任事故保険責任事故によりによりによりにより、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが時時時時間間間間通通通通りにりにりにりに搭乗搭乗搭乗搭乗できなかできなかできなかできなかっっっったたたた場合場合場合場合はははは除除除除くくくく））））にににに搭乗搭乗搭乗搭乗できなかできなかできなかできなかっっっったたたた場合場合場合場合    三三三三、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが予予予予定定定定したしたしたした旅行行旅行行旅行行旅行行程通程通程通程通りにりにりにりにチェチェチェチェッッッックインクインクインクインをををを行行行行ってってってっていないかいないかいないかいないか、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは被保険者被保険者被保険者被保険者がががが公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具のののの運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者かかかからららら旅行行旅行行旅行行旅行行程程程程のののの遅延遅延遅延遅延時時時時間間間間数数数数及及及及びびびび原因原因原因原因をををを証明証明証明証明するするするする書面書面書面書面をををを取取取取得得得得できなかできなかできなかできなかっっっったたたた場合場合場合場合    四四四四、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具のののの運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者がががが手手手手配配配配したしたしたした代替代替代替代替交通交通交通交通乗用乗用乗用乗用具具具具にににに搭乗搭乗搭乗搭乗しなしなしなしなかかかかっっっったたたた場合場合場合場合    五五五五、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが旅行出発旅行出発旅行出発旅行出発前前前前にににに既既既既にににに発生発生発生発生またはまたはまたはまたは発発発発表表表表されたされたされたされたスススストトトトライライライライキキキキ、、、、労働労働労働労働者者者者のののの抗抗抗抗議議議議活動活動活動活動によりによりによりにより、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通がががが正正正正常常常常にににに運運運運営営営営できなくなできなくなできなくなできなくなっっっったがたがたがたが、、、、そのそのそのその他他他他のののの合合合合理理理理的的的的でででで実実実実現現現現可能可能可能可能なななな旅旅旅旅行手行手行手行手配配配配のののの変変変変更更更更案案案案をををを採採採採用用用用しなかしなかしなかしなかっっっったたたた場合場合場合場合            六六六六、、、、流行性流行性流行性流行性のののの疫病疫病疫病疫病またはまたはまたはまたは大規模大規模大規模大規模なななな流行性流行性流行性流行性のののの疫病疫病疫病疫病のののの勃発勃発勃発勃発によるによるによるによる、、、、直接的或直接的或直接的或直接的或はははは間接的間接的間接的間接的なななな遅延遅延遅延遅延    七七七七、、、、主主主主保険約款保険約款保険約款保険約款にににに定定定定めらめらめらめられたれたれたれた責任免除事責任免除事責任免除事責任免除事項項項項    第四条第四条第四条第四条    保険保険保険保険期期期期間間間間    他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第五条第五条第五条第五条    保険金保険金保険金保険金のののの請求請求請求請求    被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入し、以下の証明書類、資料を保険会社に提供し、保険金の支払いを請求します。 １、保険証券または保険証書原本 ２、被保険者の戸籍証明または身分証明書 ３、公共交通乗用具の運送事業者またはその代理人によって発行された保険事故証明
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書類原本で、事故発生の日時、公共交通乗用具の遅延の原因、遅延時間及び最も早く被保険者に提供できたその他の公共交通乗用具の時間及び便名番号などの内容を含むもの。 ４、公共交通乗用具の搭乗券の原本 ５、公務による出張の場合、被保険者の雇用主が提供した被保険者の公務出張旅行をしたことを証明する書類 ６、その他の保険事故の性質、原因、損失程度等に関係する証明と資料 第六条第六条第六条第六条    特約特約特約特約のののの効効効効力力力力のののの停止停止停止停止    本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。 第七条第七条第七条第七条    用語用語用語用語のののの定義定義定義定義    １、公共交通乗用具 現地政府当局が法律に基づいて発行した公共交通営業許可書を有し、有料で合法的に乗客を乗せる以下の交通乗用具を指します。 １）路線バス、長距離バス、タクシー、渡り舟、ホバークラフト、水中翼船、汽船、列車、路面電車、軌道列車（地下鉄、モノレール、リニアモーターカーを含みます） ２）定期航空便を運営する航空会社が経営する商業用の旅客空港を往復する、固定翼型飛行機 ３)航空会社が経営する商業用の旅客空港間、または、運航許可証のあるヘリポート間を往復するヘリコプター ４）固定路線とダイヤに従って運行する定期空港バス 公共交通乗用具はタクシーを含みません。 上述した各種の公共交通乗用具を、公共交通乗用具ではない目的と用途で利用した場合、本特約中の「公共交通乗用具」の意味に適合しません。また、政府、企業及び個人がチャーターした場合も公共交通乗用具の定義の範囲に入りません。 本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。 第八条第八条第八条第八条    そのそのそのその他他他他のののの条条条条項項項項のののの適適適適用用用用    本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。                
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華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社    寄寄寄寄託託託託手手手手荷荷荷荷物物物物遅延遅延遅延遅延費費費費用補償特約用補償特約用補償特約用補償特約     第一条第一条第一条第一条    特約特約特約特約のののの締結締結締結締結    本特別約款（以下「本特約」と略する）は、保険契約記載の保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。 第二条第二条第二条第二条    保険責任保険責任保険責任保険責任    保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内または国外を旅行した際、随行寄託手荷物（「用語の定義」第一条を参照）が、被保険者の搭乗した公共交通乗用具（「用語の定義」第二条を参照）が目的地に到着した後、保険契約で約定した時間の限度内に届かなかった場合、保険会社は保険契約の規定に従い、賠償責任を負います。 第三条第三条第三条第三条    責任免除責任免除責任免除責任免除    以下のいずれかに該当する事由によって、直接的或は間接的に生じた被保険者の手荷物の到着遅延、もしくは下記の損失に対しては、保険会社は賠償責任を負いません。 一一一一、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが旅行旅行旅行旅行のののの出発出発出発出発前前前前にににに、、、、何何何何ららららかのかのかのかの手手手手荷荷荷荷物物物物のののの遅延遅延遅延遅延可能性可能性可能性可能性がががが存在存在存在存在するするするする情情情情況況況況をををを認認認認識識識識ししししてててていたいたいたいた場場場場合合合合    二二二二、、、、税税税税関関関関またはまたはまたはまたは他他他他のののの政府政府政府政府機関機関機関機関によるによるによるによる没収没収没収没収、、、、拘拘拘拘留留留留、、、、隔隔隔隔離離離離、、、、徴収徴収徴収徴収もしくはもしくはもしくはもしくは廃棄廃棄廃棄廃棄行為行為行為行為    三三三三、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの寄寄寄寄託託託託したしたしたした個個個個人手人手人手人手荷荷荷荷物物物物がががが公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具のののの運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者もしくはそのもしくはそのもしくはそのもしくはその代代代代理理理理人人人人のとこのとこのとこのところろろろにににに取取取取りりりり残残残残されたされたされたされた場合場合場合場合    四四四四、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが速速速速やかにやかにやかにやかに目目目目的的的的地地地地のののの公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具のののの運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者にににに寄寄寄寄託託託託手手手手荷荷荷荷物物物物のののの遅延遅延遅延遅延情情情情況況況況をををを通知通知通知通知せずせずせずせず、、、、関関関関連連連連手手手手荷荷荷荷物物物物遅延遅延遅延遅延証明書証明書証明書証明書をををを取取取取得得得得しなかしなかしなかしなかっっっったたたた場合場合場合場合    五五五五、、、、当当当当該該該該のののの旅行旅行旅行旅行時時時時にににに寄寄寄寄託託託託したしたしたした個個個個人手人手人手人手荷荷荷荷物物物物ではないではないではないではない場合場合場合場合    六六六六、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの手手手手荷荷荷荷物物物物のののの中中中中にににに、、、、寄寄寄寄託託託託運運運運送禁送禁送禁送禁止品止品止品止品がががが含含含含まれまれまれまれてててていたいたいたいた場合場合場合場合    七、被保険者が出発地（「用語の定義」第三条を参照）に戻る際、発生した手荷物の遅延 八、被保険者の旅行出発前に既に発生した、もしくは発表されたストライキまたは労働者の抗議活動により、公共交通が正常に運営できなくなり、他の合理的かつ実行可能な旅行手配の措置を取らなかったために発生した手荷物の遅延 九九九九、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者ががががチェチェチェチェッッッックインクインクインクインをををを完了完了完了完了したしたしたした後後後後にににに、、、、定定定定刻刻刻刻にににに公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具にににに搭乗搭乗搭乗搭乗できなできなできなできなかかかかっっっったたたたたたたためめめめにににに発生発生発生発生したしたしたした手手手手荷荷荷荷物物物物のののの遅延遅延遅延遅延    十十十十、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが予予予予定定定定のののの日日日日程通程通程通程通りにりにりにりにチェチェチェチェッッッックインクインクインクインをををを行行行行わわわわなかなかなかなかっっっったかたかたかたか、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは被保険被保険被保険被保険者者者者がががが公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具のののの運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者かかかからららら旅行行旅行行旅行行旅行行程程程程遅延遅延遅延遅延のののの時時時時間間間間数数数数及及及及びびびび原因原因原因原因にににに関関関関するするするする書面書面書面書面によによによによるるるる証明書証明書証明書証明書をををを取取取取得得得得できなかできなかできなかできなかっっっったたたた場合場合場合場合    十一十一十一十一、、、、直接的直接的直接的直接的或或或或はははは間接的間接的間接的間接的にににに、、、、流行性流行性流行性流行性のののの疫病疫病疫病疫病またはまたはまたはまたは大規模大規模大規模大規模なななな流行性流行性流行性流行性のののの疫病疫病疫病疫病のののの勃発勃発勃発勃発にににに起起起起因因因因するするするする遅延遅延遅延遅延    十二十二十二十二、、、、主主主主保険約款保険約款保険約款保険約款にににに定定定定めらめらめらめられたれたれたれた責任免除事責任免除事責任免除事責任免除事項項項項    第四条第四条第四条第四条    保険保険保険保険期期期期間間間間    他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。    第五条第五条第五条第五条    保険金保険金保険金保険金のののの請求請求請求請求    一、被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入するとともに、次に掲げる証明書類、資料を保険会社に提供し、保険金の支払いを請求します。 １、保険証券または保険証書の原本 ２、被保険者の戸籍証明または身分証明書 ３、公共交通乗用具の運送事業者またはその代理人によって発行された保険事故証明
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書類の原本（事故発生日時、手荷物遅延の理由及び寄託手荷物の領収時間等の情報を含みます。） ４、公共交通乗用具の乗車船券の原本； ５、手荷物の寄託を証する証明書の原本； ６、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行を証明する書類 ７、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連する証明と資料 第六条第六条第六条第六条    特約特約特約特約のののの効効効効力力力力のののの停止停止停止停止    本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。 第七条第七条第七条第七条    用用用用語語語語のののの定義定義定義定義    １、寄託手荷物 託送手荷物とは、被保険者が公共交通乗用具の搭乗時に、運送事業者に保管、運送の責任を任せ、引換券に記入し終わった手荷物を指しますが、商業貨物の寄託運送は含みません。手荷物というのは旅行行程中に着用、使用または便利のため携帯する、必要かつ適量の物品とその他の個人財産を指します。 ２２２２、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具    現地政府当局が法律に基づいて発行した公共交通営業許可書を有し、有料かつ合法的に乗客を乗せる以下に掲げる交通乗用具を指します。 １）路線バス、長距離バス、タクシー、渡り舟、ホバークラフト、水中翼船、汽船、列車、路面電車、軌道列車（地下鉄、モノレール、リニアモーターカーを含みます） ２）定期航空便を運営する航空会社が経営する商業用の旅客空港を往復する、固定翼型飛行機 ３) 航空会社が経営する商業用の旅客空港間または、運航許可証のあるヘリポート間を往復するヘリコプター ４）固定路線とダイヤに従って運行する定期空港バス 公共交通乗用具には、タクシーは含みません。 上述した各種の公共交通乗用具を、公共交通乗用具ではない目的と用途で利用した場合、本特約中の「公共交通乗用具」の意味に適合しません。また、政府、企業及び個人がチャーターした場合も公共交通乗用具の定義の範囲に入りません。 3333、、、、出発出発出発出発地地地地    被保険者の旅行目的地が中国国内（香港、マカオ及び台湾地域を含みません。）である場合、出発地は被保険者が中国国内において日常的に居住する場所を指します。被保険者の旅行目的地が中国国外（香港、マカオ及び台湾地域を含みます。）である場合、出発地は中国国内を指します。    本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。 第八条第八条第八条第八条    そのそのそのその他他他他のののの条条条条項項項項のののの適適適適用用用用    本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。    
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華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社華泰財産保険株式有限会社    個個個個人手人手人手人手荷荷荷荷物及物及物及物及びびびび携携携携行行行行品損品損品損品損害補償特約害補償特約害補償特約害補償特約     第一条第一条第一条第一条    特約特約特約特約のののの締結締結締結締結    本特別約款（以下「本特約」と略する）は、保険契約記載の保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。 第二条第二条第二条第二条    保険責任保険責任保険責任保険責任    保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内または国外を旅行した際、被保険者の合法的に所持していた個人手荷物（「用語の定義」第一条を参照）、手荷物の中の個人物品及び携行品が、第三者の窃盗、強盗によって、紛失、損傷され、被保険者が本特約における保険事故の発生を知った時点、または知ったはずの時点から２４時間以内に、事故発生地の税関、警察もしくは関連機関に事件を届け出て、保険事故証明書を取得した場合、保険会社は本保険契約の約定に従って、修理費用またはその実際の価値を補償します。   被保険者の個人手荷物、物品及び携行品の損失に対し、保険会社は以下に掲げる補償方法を採用する権利を有します。 １、金銭による補償：損害対象物の実際の損失に基づき、保険契約の約定に従って、保険金を支払う方法で補償します。 ２、実物による補償：保険会社は実物で損害を被った保険対象物を取り替えます。 ３、実際の修繕：保険会社は自分で、もしくは他人に委託して、損害を被った保険対象物を修繕します。 損害を被った保険対象物を取り替えるまたは修繕する過程で、被保険者が行なったいかなる変更、性能の増加もしくは改善によって発生した定額以上の費用に関して、保険会社は賠償責任を負いません。 被保険者の紛失した、または損害を被った個人手荷物あるいは携行品が、購入後一年以上経過している場合、保険会社はその摩損と減価償却の程度に基づき、自分で適切な賠償をするか、修繕を行います。 第三条第三条第三条第三条    責任免除責任免除責任免除責任免除    以下に掲げる事由のいずれかにより、直接的または間接的に被保険者の個人手荷物及び携行品が紛失、損害を被った場合、保険会社は賠償責任を負いません。 （（（（一一一一））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが故意故意故意故意にににに本本本本特約特約特約特約ににににおおおおけるけるけるける保険事故保険事故保険事故保険事故をををを作作作作りりりり出出出出すすすす行為行為行為行為、、、、またはまたはまたはまたは真真真真実実実実のののの隠隠隠隠蔽蔽蔽蔽、、、、詐欺詐欺詐欺詐欺行為行為行為行為、、、、保険事故発生保険事故発生保険事故発生保険事故発生地地地地のののの法律法律法律法律にににに反反反反したしたしたした行為行為行為行為    （（（（二二二二））））税税税税関関関関あるいはあるいはあるいはあるいは他他他他のののの政府政府政府政府機関機関機関機関によるによるによるによる没収没収没収没収、、、、差差差差しししし押押押押ええええ、、、、隔隔隔隔離離離離、、、、検疫検疫検疫検疫、、、、徴収徴収徴収徴収またはまたはまたはまたは廃棄廃棄廃棄廃棄行為行為行為行為    （（（（三三三三））））被保険者被保険者被保険者被保険者のののの荷荷荷荷物物物物物物物物品品品品のののの正正正正常常常常なななな摩摩摩摩損損損損、、、、減価減価減価減価償償償償却却却却、、、、カビカビカビカビ、、、、虫食虫食虫食虫食いいいい、、、、腐腐腐腐乱乱乱乱、、、、侵蝕侵蝕侵蝕侵蝕、、、、老老老老化化化化、、、、光光光光のののの照射照射照射照射、、、、加加加加熱熱熱熱処理処理処理処理、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥、、、、染染染染色色色色、、、、取取取取替替替替またはまたはまたはまたは被保険者被保険者被保険者被保険者がががが物物物物品品品品をををを補補補補修修修修、、、、洗浄洗浄洗浄洗浄、、、、作作作作りりりり直直直直すすすす過程過程過程過程、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは空空空空気気気気のののの転転転転換換換換によによによによってってってって引引引引きききき起起起起こしたこしたこしたこした損損損損害害害害、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、すりすりすりすり傷傷傷傷、、、、凹凸凹凸凹凸凹凸、、、、機機機機械械械械的的的的、、、、電気電気電気電気的的的的損損損損傷傷傷傷、、、、不不不不適切適切適切適切なななな使使使使用用用用、、、、技術技術技術技術上上上上やややや設設設設計計計計上上上上のののの欠陥欠陥欠陥欠陥、、、、欠陥欠陥欠陥欠陥材料材料材料材料のののの使使使使用用用用によるによるによるによる損損損損失失失失とととと損損損損傷傷傷傷    （（（（四四四四））））被保険者被保険者被保険者被保険者のののの手手手手荷荷荷荷物自物自物自物自体体体体のののの欠陥欠陥欠陥欠陥、、、、不不不不当当当当なななな包包包包装装装装、、、、不不不不当当当当なななな保保保保管管管管、、、、監監監監視視視視のののの不不不不足足足足、、、、不不不不当当当当なななな使使使使用用用用によるによるによるによる損損損損失失失失、、、、及及及及びびびび被保険者被保険者被保険者被保険者のののの挑発挑発挑発挑発にににに起因起因起因起因するするするする損損損損失失失失    （（（（五五五五））））引引引引っっっっ掻掻掻掻きききき、、、、切切切切りりりり裂裂裂裂きききき、、、、汚汚汚汚れなれなれなれなどどどどにににに起因起因起因起因するするするする損損損損失失失失    （（（（六六六六））））被保険者被保険者被保険者被保険者ののののビビビビジジジジネスパーネスパーネスパーネスパートトトトナナナナーーーー、、、、親親親親族族族族またはまたはまたはまたは旅行旅行旅行旅行同同同同伴伴伴伴者者者者のののの窃盗窃盗窃盗窃盗にににに起因起因起因起因するするするする物物物物品品品品のののの損損損損失失失失    
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（（（（七七七七））））公共公共公共公共のののの場場場場所所所所でででで、、、、保保保保管管管管者者者者のののの不不不不在在在在、、、、またはまたはまたはまたは被保険者被保険者被保険者被保険者がががが保保保保管管管管義義義義務務務務をををを果果果果たさなかたさなかたさなかたさなかっっっったたたたたたたためめめめ、、、、もしもしもしもしくはくはくはくは被保険者被保険者被保険者被保険者のののの自自自自己己己己責任責任責任責任によによによによってってってって、、、、紛紛紛紛失失失失したしたしたした手手手手荷荷荷荷物及物及物及物及びびびび物物物物品品品品のののの損損損損失失失失。。。。            （（（（八八八八））））主主主主保険約款保険約款保険約款保険約款にににに定定定定めらめらめらめられたれたれたれた責任免除事責任免除事責任免除事責任免除事項項項項    二二二二、、、、以下以下以下以下にににに掲掲掲掲げげげげるるるる財産財産財産財産のののの損損損損失失失失ににににつつつついいいいててててもももも、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。    （（（（一一一一））））金金金金銀銀銀銀、、、、宝宝宝宝石石石石をををを使使使使用用用用したしたしたしたネネネネッッッックレスクレスクレスクレスやややや装装装装飾飾飾飾品品品品、、、、ははははめめめめ込込込込みみみみ済済済済またははまたははまたははまたははめめめめ込込込込みみみみ途途途途中中中中のののの宝宝宝宝石石石石あるいはあるいはあるいはあるいは半半半半宝宝宝宝石石石石    （（（（二二二二））））ノノノノーーーートトトトパパパパソソソソココココンンンン、、、、ポーポーポーポータブタブタブタブルルルルののののデジタデジタデジタデジタルルルル製製製製品品品品、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話（（（（以上以上以上以上すすすすべてべてべてべて、、、、付付付付属属属属品品品品をををを含含含含みみみみますますますます））））    （（（（三三三三））））ガガガガラスラスラスラス製製製製品品品品、、、、磁磁磁磁器器器器、、、、陶陶陶陶器及器及器及器及びびびび他他他他のののの割割割割れれれれ物物物物、、、、家具家具家具家具、、、、骨董骨董骨董骨董品品品品、、、、芸芸芸芸術術術術品品品品    （（（（四四四四））））音音音音響響響響映像製映像製映像製映像製品品品品、、、、パパパパソソソソココココンンンンソフソフソフソフトトトト、、、、印鑑印鑑印鑑印鑑、、、、書類書類書類書類    （（（（五五五五））））割割割割れやすいれやすいれやすいれやすい物物物物またはまたはまたはまたは眼鏡眼鏡眼鏡眼鏡のののの損損損損傷傷傷傷    （（（（六六六六））））可可可可燃燃燃燃物物物物、、、、爆発物爆発物爆発物爆発物、、、、危険危険危険危険物物物物    （（（（七七七七））））日日日日用用用用消耗消耗消耗消耗品品品品、、、、動物動物動物動物、、、、植植植植物物物物、、、、食食食食品品品品    （（（（八八八八））））商業商業商業商業活動活動活動活動にににに用用用用いるいるいるいる物物物物品品品品、、、、見見見見本本本本、、、、郵便郵便郵便郵便物物物物    （（（（九九九九））））現現現現金金金金（（（（紙幣紙幣紙幣紙幣をををを含含含含みみみみますますますます）、）、）、）、トトトトララララベベベベラーラーラーラーズズズズ・・・・チェチェチェチェッッッックククク、、、、小小小小切切切切手手手手、、、、債券債券債券債券またはまたはまたはまたは証証証証券券券券、、、、領収領収領収領収書書書書、、、、切切切切手手手手、、、、収入印紙収入印紙収入印紙収入印紙、、、、利利利利札札札札、、、、土土土土地地地地売売売売買買買買契約契約契約契約書書書書、、、、株株株株券券券券等等等等のののの有有有有価価価価証証証証券券券券、、、、支払支払支払支払いいいい用用用用カーカーカーカードドドド（（（（クレクレクレクレジジジジットットットットカーカーカーカードドドドをををを含含含含みみみみますますますます））））おおおおよびそのよびそのよびそのよびその他他他他のののの支払支払支払支払手手手手段段段段、、、、旅行旅行旅行旅行証明書類証明書類証明書類証明書類        （（（（十十十十））））磁気磁気磁気磁気テープテープテープテープ、、、、メモメモメモメモリーカーリーカーリーカーリーカードドドド、、、、ＣＤＣＤＣＤＣＤ、、、、ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ、、、、ソフソフソフソフトトトトウウウウェェェェアアアア、、、、メモメモメモメモリーステリーステリーステリースティィィィッッッッククククまたはまたはまたはまたは他他他他のののの類類類類似似似似するするするする装置装置装置装置にににに保保保保存存存存したしたしたしたデデデデーーーータタタタのののの紛紛紛紛失失失失    （（（（十一十一十一十一））））    事事事事前前前前にににに寄寄寄寄託託託託運運運運送送送送したしたしたした荷荷荷荷物物物物、、、、郵送郵送郵送郵送またはまたはまたはまたは船船船船便便便便によによによによってってってって運運運運送送送送したしたしたした記記記記念念念念品品品品あるあるあるあるいはいはいはいは物物物物品品品品のののの紛紛紛紛失失失失、、、、損損損損害害害害            （（（（十二十二十二十二））））手手手手荷荷荷荷物物物物またはまたはまたはまたは物物物物品品品品のののの原因不原因不原因不原因不明明明明のののの行行行行方方方方不不不不明明明明    （（（（十三十三十三十三））））各種各種各種各種自自自自転転転転車車車車、、、、自動自動自動自動車車車車（（（（及及及及びびびび付付付付属属属属品品品品）、）、）、）、オオオオーーーートトトトババババイイイイ、、、、船船船船、、、、エンエンエンエンジジジジンンンンまたはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの輸輸輸輸送送送送手手手手段段段段        （（（（十四十四十四十四））））リースリースリースリース設設設設備備備備    （（（（十五十五十五十五））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが保保保保管管管管しなかしなかしなかしなかっっっったたたた貴貴貴貴重品重品重品重品のののの紛紛紛紛失失失失、、、、窃盗窃盗窃盗窃盗またはまたはまたはまたは損損損損害害害害。。。。たたたただだだだしししし、、、、貴貴貴貴重重重重品品品品がががが被保険者被保険者被保険者被保険者のののの居住居住居住居住施施施施設設設設、、、、小小小小型型型型金金金金庫庫庫庫またはまたはまたはまたは他他他他のののの安全安全安全安全なななな保保保保存存存存用用用用のののの箱箱箱箱にににに保保保保存存存存されされされされ、、、、かかかかつつつつ他人他人他人他人がががが暴暴暴暴力的手力的手力的手力的手段段段段をををを用用用用いいいいてててて貴貴貴貴重品重品重品重品をををを盗盗盗盗みみみみ取取取取っっっったたたた、、、、またはまたはまたはまたは強奪強奪強奪強奪したしたしたした証証証証拠拠拠拠があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは除除除除きますきますきますきます。。。。    （（（（十六十六十六十六））））被保険者被保険者被保険者被保険者ががががホホホホテルテルテルテルまたはまたはまたはまたはモモモモーテルーテルーテルーテルでででで勘勘勘勘定定定定をををを終終終終ええええ、、、、離離離離れるれるれるれる際際際際、、、、ホホホホテテテテルルルルまたはまたはまたはまたはモモモモーテルーテルーテルーテルにににに置置置置きききき忘忘忘忘れたれたれたれた手手手手荷荷荷荷物物物物またはまたはまたはまたは貴貴貴貴重品重品重品重品のののの紛紛紛紛失失失失、、、、窃盗窃盗窃盗窃盗あるいはあるいはあるいはあるいは損損損損害害害害、、、、またまたまたまた全全全全ててててのののの航空航空航空航空運輸交通運輸交通運輸交通運輸交通乗用乗用乗用乗用具具具具、、、、船舶船舶船舶船舶、、、、列車列車列車列車、、、、タタタタクシークシークシークシーもしくはもしくはもしくはもしくはババババススススのののの中中中中にににに忘忘忘忘れたれたれたれた物物物物品品品品のののの紛紛紛紛失失失失、、、、窃盗窃盗窃盗窃盗ままままたはたはたはたは損損損損害害害害            （（（（十七十七十七十七））））密密密密輸輸輸輸、、、、不不不不法法法法的的的的なななな運運運運送送送送またはまたはまたはまたは貿易貿易貿易貿易；；；；    （（（（十八十八十八十八））））運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者、、、、ホホホホテルテルテルテルまたはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの関関関関連連連連責任責任責任責任側側側側がががが修修修修理理理理したしたしたした後後後後、、、、正正正正常常常常にににに作作作作動動動動できるできるできるできる、、、、またはまたはまたはまたは正正正正常機能常機能常機能常機能をををを回復回復回復回復したしたしたした物物物物品品品品    （（（（十九十九十九十九））））被保険者被保険者被保険者被保険者がががが本本本本特約特約特約特約ににににおおおおけるけるけるける保険事故保険事故保険事故保険事故のののの発生発生発生発生をををを知知知知っっっったたたた時時時時点点点点またはまたはまたはまたは知知知知っっっったはたはたはたはずずずずのののの時時時時点点点点かかかからららら２２２２４４４４時時時時間間間間以以以以内内内内にににに、、、、事故発生事故発生事故発生事故発生地地地地のののの税税税税関関関関、、、、警察警察警察警察もしくはもしくはもしくはもしくは関関関関連連連連機関機関機関機関にににに事事事事件件件件をををを届届届届けけけけ出出出出ずずずず、、、、事事事事件件件件にににに関関関関するするするする保険事故保険事故保険事故保険事故証明書証明書証明書証明書をををを取取取取得得得得しなかしなかしなかしなかっっっったたたた場合場合場合場合    （（（（二十二十二十二十））））公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具のののの運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者、、、、旅行社旅行社旅行社旅行社、、、、ホホホホテルテルテルテルまたはまたはまたはまたは他他他他のののの保険保険保険保険証証証証券券券券かかかからららら賠賠賠賠償償償償がががが得得得得らららられるれるれるれる損損損損失失失失；；；；    （（（（二十一二十一二十一二十一））））価価価価値値値値のののの下下下下落落落落によるによるによるによる損損損損失失失失；；；；    （（（（二十二二十二二十二二十二））））公共公共公共公共のののの場場場場所所所所でででで、、、、保保保保管管管管者者者者がががが不不不不在在在在なたなたなたなためめめめ、、、、またはまたはまたはまたは被保険者被保険者被保険者被保険者がががが保保保保管管管管義義義義務務務務をををを果果果果たたたたししししてててていなかいなかいなかいなかっっっったことにたことにたことにたことに起因起因起因起因するするするする手手手手荷荷荷荷物及物及物及物及びびびび物物物物品品品品のののの損損損損失失失失    （（（（二十三二十三二十三二十三））））被保険者被保険者被保険者被保険者のののの出発出発出発出発地地地地（「（「（「（「用語用語用語用語のののの定義定義定義定義」」」」第二条第二条第二条第二条をををを参照参照参照参照））））でででで発生発生発生発生したしたしたした物物物物品品品品のののの紛紛紛紛失失失失、、、、
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窃盗窃盗窃盗窃盗またはまたはまたはまたは損損損損害害害害    （（（（二十四二十四二十四二十四））））出発出発出発出発地地地地にににに帰帰帰帰るるるる途途途途中中中中でででで発生発生発生発生したしたしたした手手手手荷荷荷荷物物物物のののの遅延遅延遅延遅延    （（（（二十五二十五二十五二十五））））主主主主保険約款保険約款保険約款保険約款にににに定定定定めらめらめらめられたそのれたそのれたそのれたその他他他他のののの責任免除事責任免除事責任免除事責任免除事項項項項 第四条第四条第四条第四条    保険金保険金保険金保険金額額額額とととと保険保険保険保険料料料料    保険金額は保険会社が保険金を給付する責任を負担する最高限度額です。保険金額は、保険契約者、保険会社双方が約定し、保険証券に記載します。保険契約者は契約に従い、保険会社に保険料を支払うべきです。保険会社と保険契約者は本保険契約条項の下、賠償免除額などの制限条件を設けることができます。 第五条第五条第五条第五条    保険保険保険保険期期期期間間間間    他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第六条第六条第六条第六条    被保険者被保険者被保険者被保険者のののの義義義義務務務務    一、被保険者は自分の手荷物と物品を適切に保管しなければなりません。 二、本特約によって保険対象となる荷物及び手荷物が紛失、または損害を被った場合、被保険者は必ず速やかに措置を取って捜索し、その荷物或は物品を保護、取り戻さなければなりません。 三、被保険者は保険事故の発生事実を知ったか、または知ったはずの時点から２４時間以内に、保険事故発生地の税関、警察あるいはその他の関連部門に事件を届け出て、上記の機関によって発行された保険事故証明書を取得しなければなりません。 四、被保険者の手荷物及び物品が公共交通乗用具、ホテルまたは旅行社で紛失、損害を被った場合、被保険者は上記の機関によって発行された保険事故証明書を提出しなければなりません。 第七条第七条第七条第七条    保険金保険金保険金保険金のののの請求請求請求請求    一、被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入するとともに、以下の証明書類、資料を保険会社に提供し、保険金の支払いを請求します。 １、保険証券または保険証書原本 ２、被保険者の手荷物及び携行品損失明細書とその領収書の原本； ３、被保険者の戸籍証明または身分証明書 ４、被保険者が保険事故発生地の税関、警察またはその他の関連部門に事件を届出、上記の機関によって発行された保険事故証明書の原本 ５、被保険者の個人手荷物及び携行品がホテル、公共交通乗用具または旅行社が提供した交通乗用具の中で紛失した場合、そのホテル、公共交通乗用具の運送事業者あるいは旅行社によって発行された、保険事故の期日と経過を含む保険事故証明書の原本 ６、修理あるいは修繕の際の領収書の原本； ７、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行を証明する書類 ８、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連する証明と資料 三、本特約におけるすべての損失計算と保険金の支払が外国通貨に関係する場合、人民元に換算し、人民元で賠償します。関連交換比率は、保険事故発生当日の中国銀行の公示外国為替レートを基準とする。 四四四四、、、、もしもしもしもし被保険者被保険者被保険者被保険者のののの損損損損失失失失はははは公共交通公共交通公共交通公共交通乗用乗用乗用乗用具具具具のののの運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者、、、、ホホホホテルテルテルテル、、、、旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社、、、、他他他他ののののルールールールートトトト、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは他他他他のののの保険会社保険会社保険会社保険会社かかかからららら賠賠賠賠償償償償をををを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは関関関関連部連部連部連部門門門門またはまたはまたはまたは保険保険保険保険会社会社会社会社のののの提供提供提供提供したしたしたした関関関関連連連連証明書証明書証明書証明書もしくはもしくはもしくはもしくは保険金保険金保険金保険金支払証明支払証明支払証明支払証明にににに基基基基づづづづきききき、、、、本本本本保険契約保険契約保険契約保険契約のののの保険金保険金保険金保険金額額額額かかかからららら被保険者被保険者被保険者被保険者のののの前前前前述述述述したしたしたした賠賠賠賠償償償償済済済済みみみみ金金金金額額額額をををを差差差差しししし引引引引きききき、、、、残残残残るるるる部分部分部分部分ののののみみみみにににに賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いますいますいますいます。。。。
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もしもしもしもし紛紛紛紛失失失失、、、、窃盗窃盗窃盗窃盗、、、、強強強強盗盗盗盗されたされたされたされた物物物物品品品品がががが発発発発見見見見されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは返還返還返還返還されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、被保険被保険被保険被保険者者者者はははは直直直直ちちちちにににに保険会社保険会社保険会社保険会社にににに通知通知通知通知しししし、、、、受受受受けけけけ取取取取っっっったたたた保険金保険金保険金保険金をををを返返返返却却却却しなければなりましなければなりましなければなりましなければなりませんせんせんせん。。。。    第八条第八条第八条第八条    代代代代位位位位    保険責任範囲内の損失は、関連責任側が賠償の責任を負う必要がある場合、保険会社が被保険者に保険金を賠償した日から、賠償金額範囲内で被保険者の代わりに、関連責任者に賠償を求める権利を行使します。被保険者は保険会社に、必要な書類と知っている事故関連情況を提供しなければなりません。 被保険者が関連責任側から賠償を取得した場合、保険会社は保険金を支払う際、被保険者が関連責任側から取得した賠償金と同等な金額を差し引きます。 保険事故発生保険事故発生保険事故発生保険事故発生後後後後、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社がががが保険金保険金保険金保険金をををを支払支払支払支払うううう前前前前にににに、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが関関関関連連連連責任責任責任責任側側側側にににに対対対対するするするする賠賠賠賠償償償償請求権請求権請求権請求権をををを放放放放棄棄棄棄したしたしたした場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは賠賠賠賠償償償償のののの責任責任責任責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。保険会社が被保険者に保険金を支払った後、被保険者が保険会社の承認を受けず、関連責任側に対する賠償請求権を放棄した場合、その行為は無効とします。被保険者が故意に、もしくは重大過失のため保険会社が代位求償の権利を行使できない場合、保険会社は保険金を差し引くか、被保険者に該当する保険金を返却するよう求めることができます。    第九条第九条第九条第九条    特約特約特約特約のののの効効効効力力力力のののの停止停止停止停止    本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。 第十条第十条第十条第十条    用語用語用語用語のののの定義定義定義定義    1111、、、、手手手手荷荷荷荷物物物物    手荷物というのは旅行行程中に着用、使用または便利のため携帯する必要かつ適量の物品とその他の個人財産を指します。 ２２２２、、、、出発出発出発出発地地地地    被保険者の旅行目的地が中国国内（香港、マカオ及び台湾地域を含みません。）である場合、出発地は被保険者が中国国内において日常的に居住する場所を指します。被保険者の旅行目的地が中国国外（香港、マカオ及び台湾地域を含みます。）である場合、出発地は中国国内を指します。 本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。 第十一条第十一条第十一条第十一条    そのそのそのその他他他他のののの条条条条項項項項のののの適適適適用用用用    本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。          
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華泰財産保険株式会社華泰財産保険株式会社華泰財産保険株式会社華泰財産保険株式会社    旅行旅行旅行旅行個個個個人第三者責任補償特約人第三者責任補償特約人第三者責任補償特約人第三者責任補償特約     特約特約特約特約のののの締結締結締結締結    旅行個人第三者責任特約（以下「本特約」と略する）は、保険契約記載の主保険契約（以下「主契約」と略す）だけに付帯して使用します。主保険契約と本特約の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険契約を準用します。 保険責任保険責任保険責任保険責任    第一条第一条第一条第一条 保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、中華人民共和国国内（香港、マカオ、台湾地区は含みません。）、または国外（香港、マカオ、台湾地区を含みます。）を旅行した際、偶然な事故のため第三者の死亡もしくは人身損害、財産損失あるいは損傷が発生した場合、事故発生地の法律に基づき、被保険者が負うべき賠償責任を、本特約に従って保険会社が負います。 第二条第二条第二条第二条 保険事故発生後、被保険者が保険事故のため仲裁、または訴訟を受けた場合、被保険者が支払った仲裁または訴訟費用、及び事前に保険会社の書面による同意の下で支払った、その他の必要かつ合理的な費用（以下「法律の費用」と略します。）に関しては、保険会社が本特約に従って賠償責任を負います。 第三条第三条第三条第三条 保険会社の毎回の保険事故による賠償金額は、いかなる情況でも本保険証券記載の毎次事故賠償限度額を超えません。本特約の契約期間中、保険会社の本保険証券条項における最高賠償支払金額は、本保険証券に記載した累計事故賠償限度額を超えません。 責任免除責任免除責任免除責任免除    第四条第四条第四条第四条    次次次次にににに掲掲掲掲げげげげるいるいるいるいずずずずれかのれかのれかのれかの状況状況状況状況がががが現現現現れたれたれたれた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。    １１１１、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの運運運運営営営営許許許許可可可可証証証証のののの所所所所持持持持いかいかいかいかんんんんをををを問問問問わずわずわずわず、、、、海海海海、、、、陸陸陸陸、、、、空空空空のののの輸輸輸輸送送送送手手手手段段段段をををを使使使使用用用用、、、、所所所所持持持持、、、、賃借賃借賃借賃借、、、、操作操作操作操作したしたしたした場合場合場合場合    2222、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが軍軍軍軍事用事用事用事用品品品品またはまたはまたはまたは武器武器武器武器をををを使使使使用用用用したしたしたした場合場合場合場合    3333、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者ががががスカイダイビングスカイダイビングスカイダイビングスカイダイビング、、、、パラグライダーパラグライダーパラグライダーパラグライダー搭乗搭乗搭乗搭乗、、、、探検活動探検活動探検活動探検活動、、、、武術競技武術競技武術競技武術競技、、、、レスレスレスレスリングリングリングリング競技競技競技競技、、、、特殊技能特殊技能特殊技能特殊技能のののの実演実演実演実演、、、、競馬競馬競馬競馬、、、、馬術馬術馬術馬術のののの実演実演実演実演、、、、カーレースカーレースカーレースカーレース、、、、ボクシングボクシングボクシングボクシング等等等等、、、、危険性危険性危険性危険性のののの高高高高いいいいスポーツスポーツスポーツスポーツ及及及及びびびび活動活動活動活動にににに従事従事従事従事したしたしたした場合場合場合場合    4444、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの使使使使用用用用、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは所所所所持持持持ししししてててているいるいるいる土土土土地地地地、、、、建築建築建築建築物及物及物及物及びそのびそのびそのびその建築建築建築建築物物物物のののの付付付付属属属属物物物物、、、、建築建築建築建築物物物物のののの垂垂垂垂下下下下物物物物、、、、放放放放置物置物置物置物にににに起因起因起因起因するするするする責任責任責任責任    5555、、、、全全全全ててててのののの直接的直接的直接的直接的またはまたはまたはまたは間接的間接的間接的間接的にににに、、、、セセセセクシクシクシクシャャャャルルルルハハハハラスラスラスラスメメメメンンンントトトト、、、、性的性的性的性的侵侵侵侵害害害害もしくはもしくはもしくはもしくは性的性的性的性的衝衝衝衝突突突突によによによによってってってって引引引引きききき起起起起こされるこされるこされるこされる責任責任責任責任    第五条第五条第五条第五条    以下以下以下以下にににに掲掲掲掲げげげげるるるる事事事事由由由由によるによるによるによる損損損損失失失失、、、、費費費費用用用用とととと責任責任責任責任にににに関関関関ししししててててはははは、、、、保険会保険会保険会保険会社社社社はははは賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。    １１１１、、、、保険契約者保険契約者保険契約者保険契約者、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの代代代代理理理理人及人及人及人及びびびび第三者第三者第三者第三者によるによるによるによる故意故意故意故意、、、、違法違法違法違法、、、、規則規則規則規則違違違違反反反反またはまたはまたはまたは重重重重大大大大なななな過過過過失行為失行為失行為失行為            2222、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者もしくはもしくはもしくはもしくは被保険者被保険者被保険者被保険者にににに指指指指図図図図、、、、同同同同意意意意またはまたはまたはまたは黙黙黙黙認認認認されたそのされたそのされたそのされたその他他他他のののの者者者者によによによによってってってって発発発発生生生生したしたしたした第三者第三者第三者第三者のののの人身人身人身人身損損損損害害害害、、、、財産財産財産財産損損損損失失失失、、、、またはまたはまたはまたは迂闊迂闊迂闊迂闊によりによりによりにより関関関関連結果連結果連結果連結果をををを招招招招いたいたいたいた行為行為行為行為            3333、、、、行行行行政政政政的行為的行為的行為的行為もしくはもしくはもしくはもしくは司法司法司法司法的行為的行為的行為的行為。。。。    第六条第六条第六条第六条    以下以下以下以下にににに掲掲掲掲げげげげるるるる損損損損失失失失、、、、費費費費用用用用とととと責任責任責任責任にににに関関関関ししししてててて、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。    1111、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが所所所所持持持持したしたしたした、、、、またはそのまたはそのまたはそのまたはその監監監監督督督督、、、、世世世世話話話話、、、、委委委委託管託管託管託管理理理理もしくはもしくはもしくはもしくは制制制制御御御御下下下下にあるにあるにあるにある動動動動物物物物またはまたはまたはまたは財産財産財産財産のののの損損損損失失失失    2222、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの配配配配偶偶偶偶者者者者、、、、両両両両親親親親、、、、子子子子女女女女、、、、兄弟兄弟兄弟兄弟またはまたはまたはまたは姉妹姉妹姉妹姉妹、（、（、（、（母母母母方方方方））））祖父母祖父母祖父母祖父母、（、（、（、（母母母母方方方方））））孫孫孫孫子子子子女女女女もしくはもしくはもしくはもしくは被保険者被保険者被保険者被保険者とととと扶扶扶扶養養養養のののの関関関関係係係係にあるにあるにあるにある者者者者がががが被被被被っっっったいかなるたいかなるたいかなるたいかなる損損損損失失失失    
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3333、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの雇雇雇雇用用用用主主主主、、、、またはまたはまたはまたは契約約定責任契約約定責任契約約定責任契約約定責任、、、、またはまたはまたはまたは貿易貿易貿易貿易、、、、商業商業商業商業、、、、職業職業職業職業行為行為行為行為のののの履履履履行行行行にににによるよるよるよる損損損損失失失失、、、、費費費費用及用及用及用及びびびび責任責任責任責任    4444、、、、違違違違約金約金約金約金、、、、罰罰罰罰金金金金もしくはもしくはもしくはもしくは加重加重加重加重されたされたされたされた、、、、懲懲懲懲罰罰罰罰的的的的のののの、、、、懲戒懲戒懲戒懲戒的的的的賠賠賠賠償償償償    5555、、、、精精精精神的神的神的神的損損損損害害害害賠賠賠賠償償償償    ６６６６、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者によによによによってってってって伝伝伝伝染染染染されたされたされたされた疾病疾病疾病疾病によるによるによるによる損損損損失失失失。。。。    第七条第七条第七条第七条    主主主主保険契約保険契約保険契約保険契約のののの責任免除事責任免除事責任免除事責任免除事項項項項、、、、及及及及びそのびそのびそのびその他他他他のののの本本本本特約特約特約特約のののの責任責任責任責任範囲範囲範囲範囲にににに属属属属しないしないしないしない損損損損失失失失、、、、費費費費用用用用とととと責任責任責任責任にににに関関関関ししししてててて、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。    賠賠賠賠償限償限償限償限度額度額度額度額免責金免責金免責金免責金額額額額はははは    第八条第八条第八条第八条    本特約の賠償限度額は、累計事故賠償限度額、毎次事故賠償限度額、医療費用賠償限度額、財産損失賠償限度額を含みます。その中で、医療費用賠償金額、財産損失賠償限度額は毎次事故賠償限度額に含まれます。具体的な賠償限度額は、保険契約者と保険会社の協議の下で確定し、保険契約に記載します。    第九条第九条第九条第九条    毎回の事故免責金額は、保険契約者と保険会社が契約締結の際に、協議の下で確定し、保険契約に記載します。 保険保険保険保険期期期期間間間間    第十条第十条第十条第十条 他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 保険保険保険保険料料料料    第十一条第十一条第十一条第十一条    本特約の保険料は、累計賠償限度額と保険料率に基づいて計算、徴収し、保険契約または保険証明に記載します。他に約定事項が付帯された場合を除き、保険契約者は本特約を締結する際、一括で保険料を支払わなければなりません。 賠賠賠賠償償償償のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい    第十二条第十二条第十二条第十二条    被保険者は第三者の損害賠償請求を受ける際、遅滞なく保険会社に通知しなければなりません。保険会社の書面による承認を得ずに、被保険者が被害者及び被害者の代理人に対して行ったすべての承諾、拒絶、オファー、約束、支払または賠償について、保険会社はその制約を受けません。被保険者被保険者被保険者被保険者がががが自自自自己己己己責任責任責任責任でででで承諾承諾承諾承諾しししし、、、、またはまたはまたはまたは支払支払支払支払っっっったたたた賠賠賠賠償金償金償金償金額額額額にににに対対対対ししししてててて、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは再再再再びびびび審審審審査査査査・・・・確確確確定定定定するするするする権利権利権利権利をををを有有有有しししし、、、、本本本本特約特約特約特約のののの責任責任責任責任範囲範囲範囲範囲内内内内でないでないでないでない場場場場合合合合やややや、、、、賠賠賠賠償限償限償限償限度額度額度額度額をををを超超超超ええええたたたた部分部分部分部分にににに対対対対ししししててててはははは、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。賠償処理の過程において、保険会社は自己的に最終賠償責任を負担する全ての賠償ケースを処理する権限を有し、被保険者は保険会社に提供可能な資料と協力を与える義務があります。    第十三条第十三条第十三条第十三条    被保険者が訴訟、仲裁が発生する可能性があると知った時点で、遅滞なく書面による通知をもって保険会社に知らせるべきです。裁判所の召喚状またはその他の法律文書を受け取った後、その副本を遅滞なく保険会社に提出しなければなりません。保険会社は被保険者名義で関連訴訟または仲裁の件を処理する権限を有し、被保険者は関連書類を提供し、必要な協力を与えなければなりません。 上上上上述述述述のののの通知通知通知通知またはまたはまたはまたは必要必要必要必要なななな協協協協力力力力をををを適切適切適切適切なななな時期時期時期時期にににに提供提供提供提供しなかしなかしなかしなかっっっったたたたたたたためめめめにににに拡拡拡拡大大大大したしたしたした損損損損失失失失にににに対対対対ししししてててて、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。    第十四条第十四条第十四条第十四条    他に約定事項が付帯された場合を除き、契約の有効期間中に保険対象物の危険程度が著しく増加した場合、被保険者は五日以内に書面形式および電話の形式で遅滞なく保険会社に通知すべきで、保険会社は保険対象物の実際状況に基づいて保険料を増加するか、あるいは契約を解除することができます。 被保険者被保険者被保険者被保険者がががが上記上記上記上記のののの条条条条項項項項でででで約定約定約定約定したしたしたした告知告知告知告知義義義義務務務務をををを履履履履行行行行しなかしなかしなかしなかっっっったたたた場合場合場合場合、、、、保険保険保険保険対対対対象象象象物物物物のののの危険危険危険危険程度程度程度程度がががが著著著著しくしくしくしく増増増増加加加加したたしたたしたたしたためめめめ発生発生発生発生したしたしたした保険事故保険事故保険事故保険事故にににに対対対対しししし、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは保険金保険金保険金保険金賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。 
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第十五条第十五条第十五条第十五条    保険事故の発生を知った後、保険契約者もしくは被保険者は、下記の通りにしなければなりません。 （一）可能な限り必要かつ合理的な措置を取り、損失の防止、また減少に努めなければなりません。そそそそううううしなかしなかしなかしなかっっっったたたた場合場合場合場合にににに、、、、そのたそのたそのたそのためめめめにににに拡拡拡拡大大大大したしたしたした損損損損失失失失にににに対対対対ししししててててはははは、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは賠賠賠賠償責償責償責償責任任任任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。    （二）遅滞なくに保険会社に通知するとともに、書面形式で事故発生の原因、経過と損失情況を説明しなければなりません。故意故意故意故意、、、、またはまたはまたはまたは重重重重大大大大なななな過過過過失失失失のたのたのたのためめめめ、、、、適適適適切切切切なななな時期時期時期時期にににに通知通知通知通知せずせずせずせず、、、、事故事故事故事故のののの性性性性質質質質、、、、原因原因原因原因、、、、損損損損失失失失のののの程度程度程度程度ななななどどどどがががが確確確確定定定定しにくくなしにくくなしにくくなしにくくなっっっったたたた場場場場合合合合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは確確確確定定定定できないできないできないできない部分部分部分部分にににに対対対対ししししてててて、、、、保険金保険金保険金保険金賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。但し、保険会社が他のルートで、保険事故の発生をすぐに知ったか、あるいは知ったはずの場合は除きます。   （三）事故現場を保護し、保険会社が事故の調査を行うよう、許可、協力します。 第十六条第十六条第十六条第十六条    保険会社の賠償は、以下に掲げる方法のいずれかによって確定した被保険者の賠償責任を基礎にします。 （一）被保険者と損害賠償を請求した第三者が協議し、保険会社の確認を得る方法。   （二）仲裁機関の裁決 （三）人民裁判所の判決   （四）保険会社に認可されたその他の方法 第十七条第十七条第十七条第十七条    保険会社は被保険者が第三者に与えた損害に対し、法令または本特約の約定に従い、第三者に直接保険金を支払うことができます。 被保険者が第三者に与えた損害と被保険者が第三者に対する賠償責任が確定した場合、被保険者の要求に基づき、保険会社は第三者に直接保険金を支払うべきです。被保険者が請求を怠った場合、第三者は取得すべき賠償部分を直接保険会社に請求する権利を有します。 被保険者被保険者被保険者被保険者がががが第三者第三者第三者第三者にににに損損損損害害害害をををを与与与与ええええ、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がまがまがまがまだだだだ第三者第三者第三者第三者にににに賠賠賠賠償償償償をををを行行行行ってってってっていないいないいないいない場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは被保険者被保険者被保険者被保険者にににに保険金保険金保険金保険金をををを支払支払支払支払ってってってってはいけまはいけまはいけまはいけませんせんせんせん。。。。 第十八条第十八条第十八条第十八条    保険責任範囲内の損失が生じた場合、保険会社は次に掲げる方法で計算し、賠償を行います。 （一）毎回の事故による損失に対し、保険会社は毎回の事故責任（賠償）限度額内で計算して賠償を行い、その中で毎回の事故賠償金額は毎次事故（賠償）限定額を超えません。   （二）本条項第（一）の計算を基礎にして、保険会社は本特約に記載した毎回の事故免責金額を差し引いた後、賠償を行います。但し、人身死傷賠償に対しては毎回の事故免責金額を差し引きません。   （三）保険期間中に、保険会社の複数回数の事故損失に対する累計賠償金額は、累計事故賠償限定額を越えません。 第十九条第十九条第十九条第十九条    他に約定事項が付帯された場合を除き、毎回の事故に対する法律費用の賠償金額に対して、保険会社は第十八条で計算した賠償金額以外に別途計算します。但し、保険会社の毎回の事故に対して負担する法律費用の賠償金額は、毎回の事故に対する責任限定額の１０％を超えず、保険期間中の累計賠償金額は累計事故賠償定額の３０％を超えません。    第二十条第二十条第二十条第二十条    保険事故発生の際、もし被保険者の損失が同じ保障を有するその他の保険条項によっても賠償金を取得できる場合、本保険会社は本特約の責任限定額（賠償限定額）と
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その他の保険契約及び本特約の責任限定額（賠償限定額）の総計の割合により賠償責任を負います。 その他の保険会社が負担すべき賠償金額に対し、本保険会社は立て替え責任を負いません。もし被保険者が事実を正確に告知せず、保険会社が賠償金を多く支払う結果を招いた場合、保険会社は被保険者から超過支払分を取り戻す権利を有します。 第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条 保険責任範囲内の損失が発生し、関連責任側が賠償すべきである場合、保険会社は被保険者に保険金を支払った日から、賠償金額範囲内で被保険者の関連責任側に対する賠償請求権を代理で行使する権利を有し、被保険者は保険会社に必要な書類及び知っている関連情況を提供しなければなりません。 被保険者が関連責任側から賠償を得た場合、保険会社は保険金を支払う際に、被保険者が関連責任側から取得した賠償金と同等な金額を差し引きます。 保険事故発生保険事故発生保険事故発生保険事故発生後後後後、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社がががが保険保険保険保険金金金金をををを支払支払支払支払うううう前前前前にににに、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが関関関関連連連連責任責任責任責任側側側側にににに対対対対するするするする賠賠賠賠償償償償請求権請求権請求権請求権をををを放放放放棄棄棄棄したしたしたした場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。保険会社が被保険者に保険金を支払った後、保険会社の承認を得ず、被保険者が関連責任側に対する賠償請求権を放棄した場合、この行為は無効とします。被保険者の故意または重大な過失のため、保険会社が代位求償の権利を行使できない場合、保険会社は保険金を差し引くか、あるいは被保険者に該当する保険金を返還するよう求めることができます。 第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条 被保険者は賠償を求める際、保険会社に以下に掲げる証明書と資料を提供しなければなりません。 １、保険証券または保険証明の原本 2、被保険者の戸籍証明または身分証明書 3、司法部門によって発行された保険事故発生を証明する書類 4、訴訟の形で被保険者と第三者間の賠償事項を解決した場合、判決書、裁決書、または調停書を提出しなければなりません。 5、賠償協議がある場合、提出しなければなりません。 6、賠償支払証明 7、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行を証明する書類 8、保険契約者、被保険者が提供可能な、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連する証明と資料 保険会社保険会社保険会社保険会社がががが前前前前条条条条項項項項でででで約定約定約定約定したしたしたした賠賠賠賠償償償償資料提供資料提供資料提供資料提供義義義義務務務務をををを果果果果たさたさたさたさずずずず、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社がががが損損損損失失失失情情情情況況況況のののの審審審審査査査査・・・・確確確確定定定定ができなくなができなくなができなくなができなくなっっっったたたた場合場合場合場合、、、、保険会社保険会社保険会社保険会社はははは確確確確定定定定できないできないできないできない部分部分部分部分にににに対対対対ししししててててはははは賠賠賠賠償責任償責任償責任償責任をををを負負負負いまいまいまいませんせんせんせん。。。。    本特約におけるすべての損失計算と保険金の支払いが外国通貨に関係する場合、人民元に換算し、人民元で支払います。関連交換比率は、保険事故発生当日の中国銀行の公示外国為替レートを基準とします。 そのそのそのその他他他他のののの事事事事項項項項    本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。    


