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I. 海外旅行保険 ＜補償内容と保険金額＞

看護師

ダイナースクラブ・コーポレートカード会員
（以下「カード会員」
といいます）
の皆様には旅行期
間中、次の内容の海外旅行保険が付帯されます（
。被保険者はカード会員の方となります。）

ただし、日本国内の病院または診療所へ移転した場合には、払い戻しを受けたまたは被保険者が
負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
旅行期間中の事故によるケガが原因で事故の日を含め180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
その後遺障害の程度に応じて
最高 5,000 万円

最高5,000万円
up to 50,000,000 yen

（注）年間とは毎年4月1日から翌年3月31日までの期間で、
かつダイナースクラブ・コーポレートカード会員である期間を指します。

※契約内容につきましては、ダイナースクラブ コールセンターまで。

0120-074-024

However, if you are transferred to a hospital or clinic inside Japan the cost of the return trip is thus
saved and shall be deducted from the amount of this expense.

II. 国内旅行傷害保険 ＜補償内容と保険金額＞

ダイナースクラブ・コーポレートカード会員（以下「カード会員」
といいます）の皆様には会員資格期
間中、次の内容の国内旅行傷害保険が付帯されます。
（被保険者はカード会員の方となります。）

II.Domestic Travel Comprehensive Insurance
< Details of Indemnity and Amount of Payment >

Domestic travel insurance is applied to all cardholders holding a Diners Club Corporate
Card (hereinafter called "cardholder") throughout the period in which you qualify for
membership, as described below.(Insured is cardholder.)

① 保険金をお支払いする場合
A 被保険者が、
ダイナースクラブカードにより公共交通乗用具の料金を当該公共交通乗用具に搭乗する以前に支払
われた場合、
または三井住友トラストクラブを通じ公共交通乗用具の予約を行いその料金をダイナースクラブカードに
より支払われた場合で、被保険者が当該公共交通乗用具に乗客として搭乗中に急激かつ偶然な外来の事故によ
り傷害を被り下表の
（1）
（
、2）
のいずれかに該当した場合に保険金が支払われます。
B 被保険者が、
次に掲げる旅館またはホテル等の宿泊施設に宿泊客として滞在している間に火災、破裂または爆発
によって傷害を被り下表の（1）
、
（2）
のいずれかに該当した場合に保険金が支払われます。
○被保険者が、
ダイナースクラブ加盟店でノークーポンシステムを利用して予約を行った宿泊施設
○被保険者が、
ダイナースクラブ加盟店で予約を行い、
かつ、
被保険者が当該宿泊施設にチェック・インする以前に、
その料金をダイナースクラブカードにより支払った宿泊施設
○被保険者が、三井住友トラストクラブを通じて予約を行い、
かつ、
その料金をダイナースクラブカードにより支払った
宿泊施設
ダイナースクラブカードにより宿泊を伴う募集型企画旅行の料金を事前に支払い、
これに参加中に急激
C 被保険者が、
かつ偶然な外来の事故により傷害を被り、下表の
（1）
（
、2）
のいずれかに該当した場合に保険金が支払われます。

① Cases where we will pay the insurance money
（※）
*

（※）法人とのご契約内容によって異なる場合があります。
* This may vary depending on the terms of the contract with the corporation.

A. If you use your card to pay the fees for any means of public transport before riding on said means of
public transport, or book a means of public transport through Sumitomo Mitsui Trust Club and pay the
fees thereof by your card, and if you suﬀer an injury occurred by means of any sudden and accidental
happening of external origin while riding as a passenger on said means of public transport, then insurance
money shall be paid provided that either (1) or (2) in the table below applies.
B. If you suﬀer injury due to a ﬁre, rupture or explosion while staying as a guest in accommodation facilities
such as an inn or hotel as listed below, then insurance money shall be paid provided that either (1) or
(2) in the table below applies.
○You booked the accommodation facilities using the no-coupon system.
○You booked the accommodation facilities paid the fee with your Diners Club Card before checking
in at the relevant accommodation facilities.
○You booked the accommodation facilities via Sumitomo Mitsui Trust Club and paid the fee with your
Diners Club Card.
C. If you use your Diners Club Card to pay in advance the fees for a recruit-participants-type planned and
arranged tour including overnight stays, and suﬀer injury while participating in this, then insurance
money shall be paid provided that either (1) or (2) in the table below applies.

最高

●ご注意
1.「公共交通乗用具」とは……航空法、鉄道事業法、海上運送法等に基づき、
それぞれの事業を行う機関によって
運行される航空機、電車または船舶等をいいます。
2.「ノークーポンシステム」とは……三井住友トラストクラブまたはダイナースクラブ加盟店である旅行業者（旅行業
代理店業者を含みます。）
に対して、
ダイナースクラブカード会員であることおよびダイナースクラブカードにより宿泊施
設の料金を支払うことを告知して、宿泊施設の予約を行うシステムをいいます。
3.「募集型企画旅行」とは…旅行会社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供
を受けることができる運送又は宿泊のサービス内容並びに旅行者が旅行会社に支払うべき旅行代金の額を定めた
旅行に関する計画を作成し、
これにより実施する旅行（旅行業法第12条の３の規定に基づく標準旅行業約款募集
型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するもの）
をいいます。
4.「宿泊を伴う募集型企画旅行に参加中」とは…宿泊を伴う募集型企画旅行に参加する目的をもって当該募集型
企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等（募集型企画旅行に参加するために個別に利用する機関は含
みません。）
を利用した時から最後の運送・宿泊機関等の利用を完了するまでの期間をいいます。ただし、募集型
企画旅行の行程から離脱した期間は除きます。
5. 補償期間はカード会員資格期間中にダイナースクラブカードで料金を支払われた場合となります。
6. お一人でこの保険と同様の保険が付帯されているクレジットカードを複数枚お持ちの場合は、死亡保険金・後遺障
害保険金は、
それぞれの保険金額のうち最も高い保険金額が限度となり、按分して保険金が支払われます。
（後
遺障害保険金の場合には、最も高い保険金額に後遺障害の程度に応じた割合を乗じた額が合算のお支払いの
限度となります。）
（※）
7.死亡保険金の受取人は被保険者の法定相続人となります。
（※）法人とのご契約内容によって異なる場合があります。
* Notes
1."Means of public transport" refers to aircraft, trains or ships etc. operated on the basis of the Aviation Law,
Railway Business Law, Law on Carriage by Sea etc. by the organs engaged in these respective businesses.
2. The "no coupon system" refers to the system for booking accommodation by notifying Sumitomo Mitsui Trust
Club or a travel company (including travel agencies) aﬃliated to Diners that you are a member of Diners
Club Card and will pay the fee for accommodation facilities by means of your Diners Club Card.
3. "Recruit-participants-type planned and arranged tours" refer to trips in a form whereby the travel company
decides the trip s destination, schedule, means of transport or accommodation facilities, and cost in advance
which are deﬁned in Article 2 Clause 1 in the section of the contract of Recruit-participants-type planned and
arranged tours in Standard Travel Agency Clause as deﬁned in Article 12 Clause 3 of Travel Agency Law.
4. "The period of the recruit-participants-type planned and arranged tour" refers to the period from the time that
you use the ﬁrst means of transport / accommodation etc. deﬁned in the relevant recruit-participants-type
planned and arranged tour schedule, for the purpose of participating in the recruit-participants-type planned
and arranged tour (any means used individually for the sake of participating in the recruit-participants-type
planned and arranged tour are not included), until you ﬁnish using the last means of transport /
accommodation etc. However, any period when you deviate from the recruit-participants-type planned and
arranged tour's schedule is excluded.
5. The period of compensation refers to cases where you pay the fees with your Diners Club Card within the
period in which you qualify for membership.
6. Even if a single individual holds multiple credit cards to which this insurance and similar types of insurance are
applied, the total payment for insurance against death is limited to 50,000,000 yen and payment of the
insurance money shall be distributed proportionally.
(For insurance against after-eﬀects, the total limit shall be calculated by multiplying 50,000,000 yen by a
proportion commensurate with the degree of the after-eﬀects.)

7. The recipient of the death benefit is the legal heir to the insured. (*)
* This may vary depending on the terms of the contract with the corporation.

② 保険金をお支払いできない主な場合

○保険契約者、
被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
○闘争行為や自殺行為、犯罪行為によるケガ
○脳疾患、
疾病または心神喪失によるケガ
○頸部症候群
（いわゆる
「むちうち症」）
または腰痛で他覚症状のないもの
○戦争その他の変乱によるケガ
○危険な運動
（ピッケル、
アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、
スカイダイビング、ハンググライダー搭
乗中の事故など）によるケガ
○地震・噴火・津波によるケガ
○放射線照射、
汚染または原子核反応によるケガ
など

② Main Exclusions

5,000 万円

up to ５０，
０００，
０００ yen

○Wilful act or gross negligence by the insured or the beneﬁciary
○Criminal act,suicide,aggressiveviolence by the insured
○Brain discase, sickness or insanity
○Cervital syndrome (so-called "whiplash syndrome") or lumbago without objective symptoms
○War or other disturbance
○Dangerous sports (accidents when mountaineering using equipment such as ice axes & crampons,
sky-diving, hang-gliding, etc.)
○Earthquakes, volcanic eruptions, tidal waves
○Exposure to radiation, radivactive contamination or atomic & nuclear reactions
etc.

緊急時の連絡先
How to contact an emergency center

緊急時には下記までご連絡ください。
In case of an emergency, please contact by telephone one of the emergency centers listed below.

海外旅行保険 Overseas travel comprehensive insurance

0120-170-785

携帯電話からは03-5213-0286

滞在地
Place of stay

アメリカ本土・アラスカ・ハワイ・グアム・サイパン
カナダ
ブラジル
中国
（北部）
中国
（南部）
香港
台湾

電話番号

滞在地
Place of stay

Telephone number

1-877-300-3931
1-877-791-2147
0800-892-3138
10800-813-2784
10800-481-2967
800-905-123
00801-814653

韓国
シンガポール
オーストラリア
イギリス
フランス
イタリア
上記以外の地域

電話番号

Telephone number

00798-817-1701
800-810-2355
1-800-096-539
0808-234-3799
0800-918-494
800-789644
81-18-888-9998
（★）

※中国北部：河北地区
（北京市、
天津市、河北省、山西省、
内蒙古自治区）
、東北地区
（遼寧省、吉林省、
黒竜江省）
中国南部：上記以外
（上海市、
重慶市等）
ご連絡された方のご負担となりますので、
ご注意ください。
※上記フリーダイヤルまたはコレクトコール以外でご連絡された場合の通信費につきましては、
※★はコレクトコールでおかけください。
サービスの費用について
・アシスタンスサービスの費用は、海外旅行保険で補償される金額までは保険金として精算いたしますので、
会員の皆様の自己負担はありません。
・サービスの費用が保険金額を超えたとき、
又は費用の一部が保険の対象とならないときは、会員の皆様にお支払いできない費用及びその費用に
対するアシスタンス会社の手数料を自己負担していただきます。
・会員資格の確認が必要となる為、
通院の場合等は一時的に費用のお立替をお願いする場合がございます。

国内旅行傷害保険 Domestic travel comprehensive insurance

0120-170-785

携帯電話からは03-5213-0286

引受保険会社

Underwriting company

三井住友海上火災保険株式会社
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9

Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited
DIN05
15C-2480-201512

