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インタ ーネット契約ご契約タイプ一覧
お選びいただける契約タイプの一部について概要を掲載したものです。その他の契約タイプ、
契約条件、保険期間、保険料などの詳細につきましては、 AIG損保のサイト上でご確認ください。

［重要］
①旅行者（被保険者）が満15オ未満（旅行出発日時点）の場合 ②申込人と旅行者（被保険者）が異なる場合
上記①または②に該当する場合、傷害死亡保険金額および疾病死亡保険金額は、同一の補償内容を提供する他の保険契約や共済とそれぞれ合算して
1,000万円（渡航目的が留学の場合は3,000万円）を上限とさせていただきます。

短期用満69オ以F | 
ご契約タイプ WL2 

傷害死亡 1,000万円

傷害後遺障害（後遺障害の程度に応じて） 1,000万円

保治療・救援費用（支払限度額／1事故 ・ 1疾病あたり） l 無制限町

険
緊急歯科治療費用※3（支払限度額）

金
10万円

額 疾病死亡 500万円

個人賠償責任 （支払限度額／1事故あたり） 1億円

携行品損害※4（携行品1つあたり10万円限度） 1 30万円（乗車券 ・航空券の場合は5万円限度）

旅行事故緊急費用※5（支払限度額） 5万円

保険期間5日間の場合 5,380円

保険期間10日間の場合 9,660円

保険期間15日間の場合 14,310円

保険期間31日間の場合 25,300円

長期用満69オ以F | 

観 光 留 学

WL1（アジアのみ） WS2 WS1

1,000万円 1,000万円 1,000万円

1,000万円 1,000万円 1,000万円
2,000万円 無制限町 2,000万円

疾病応急治療・救援費用300万円限度※2

10万円 10万円 10万円

500万円 500万円 500万円

1億円 1億円 1億円

20万円 30万円 20万円

5万円 5万円 5万円

4,900円 5,380円 4,900円

8,750円 9,660円 8,750円

12,900円 14,310円 12,900円

22,800円 25,300円 22,800円

留 学

ご契約タイプ wss WS4

傷害死亡 1,000万円 1,000万円

傷害後遺障害（後遺障害の程度に応じて） 1,000万円 1,000万円

保治療・救援費用（支払限度額／1事故 ・ 1疾病あたり） 無制限※1 無制限※1

険 疾病死亡 1,000万円 1,000万円

金 個人賠償責任（長期用）（支払限度額／1事故あたり） 1倭円 1倭円
額 生活用動産補償（家財・身の回り品など11翫あたり10万円限度）

so万円 30万円
（長期用） （乗車券 ・航空券の場合は5万円限度）

航空機寄託手荷物遅延※6 （支払限度額） 10万円 補償なし

航空機遅延費用※
7 （支払限度額） 2万円 補償なし

保険期間3か月の場合 60,590円 58,160円

保険期閻6か月の場合 131,210円 127,390円

保険期間9か月の場合 194,680円 189,540円

保険期間 12か月の場合 253,020円 246,560円

※1 無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額（支払限度額）を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身 補償するものではありません。
※2 疾病応急治療・救援費用は、保険期間31日までのご契約に限り、補償の対象となります。
※3 緊急歯科治療費用は、保険期間31日までのご契約に限り補償の対象となります。ご旅行中に緊急に要した歯科治療費用に限り、10万円を

お支払いの限度とします。
※4 携行品損害 保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の

限度とします。
※5 旅行行程中の予期せぬ偶然な事故により負担を余儀なくされた、交適費、宿泊施設の客室料、食事代、通信費、渡航手続費、および渡航先で 予定

していたサー ビスの取消料などについて、保険期間中合計で5万円をお支払いの限度とします。ただし、食事代については5千円を保険期間中の
限度とします。また、身の回り品購入費は10万円を保険期間中の限度とします。

※6 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
※7 1回の出発遅延など 、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。

■取扱代理店株式会社大学生協保険サ ー ビス
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-13
TEL 03-6636-8402
URL https://hoken.univcoop.or.jp/
堂業時閻平日 10:00~17:00
（土 ・日 ・ 祝日および夏期・年末年始休業 日を除きます。）

■引受保険会社 AIG損害保険株式会社
〒105-8602 東京都港区虎ノ門4-3-20
インタ ーネット旅行保険ダイヤル
TEL 03-5611-0874
営業時間9:00~17:00（土 ・日、祝日、年末年始を除く）
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大学生協がおすすめする

海外旅行保険•海外留学保険
インタ ーネットで申し込める I 

PC・スマ ー トフォンから簡単にご加入できます。

出発当日までOK | 
※クレジットカー ドで払い込みの場合

大学生協では、特に、「長期の留学の方」「治療・救援費用

無制限プランをご希望の方」「病気（即主症・描詞）をお持ちの方

（保険期間31日までのご契約）」に、大学生協がおすすめする 海外

旅行保険•海外留学保険のご加入をおすすめしていま す！

琴迄贔紫品 I 24時間受付 I 
お申込み•お問い合わせ

https:llhoken.univcoop.or.jp 大学生協保険 ·口日！
【AIG 損保 インターネット旅行保険ダイヤル】

03-5611-087 4
受付時間9: 00 ~ 17: 00 
土 ・ 日 ・ 祝日および年末年始を除く 曜日、時間帯に
ょって雷話がつながりにくい場合があります。 あらかじめご了承ください。

』- � 

AIG 損保 | 2021年1 1月版| 2018年1月1日以降保険始期契約用 I 

●このパンフレッ トは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきま しては取扱代理店・ 扱者または弊社にお問い合わせ ください。また、
ご契約に際しては、保険商品についての亜要な情報を記載した重要事項説明書（「契約概要」「注意喚起清報」等）を、事前に必ずご覧ください。

●弊社の損害 保険募集人は、保険契約締結の代理権を有してい ます。

ロ 三 口
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AIG損保の海外旅行保険・留学保険はここが違います

■世界55万か所以上の医療機関で留学生をしっかりサポ ー ト

米国を中心に、世界55万か所以上の医療機関を抱える医療ネットワ ー クと提携して

いるAIG グルー プが、留学生をサポ ー トします。キャッシュレス ・ メディカルサー ビス

□言:09言ご言:::世界 55言所

■お客さま満足度が萬いサポー ト体制
海外で「信頼」できるAIG損保の損害サ ー ビス。
お客さま満足度93.3%※

宣：；：言』旦瓢� 93.3%

■いつでも日本語でサポー トアシスタンス・サー ビス
アシスタンスセンターでは24時間365日、お客さまの
万一の時のお竃話を日本語で対応し、ご安心いただいて
います。更に留学生の多い、米国 ・カナダ ・ イギリス ・ フラ

畠；ば晶：芦ぶ陀!�: 24 時間 365日

■保険金のお支払い体制 ■医癒サポー ト体制
損害サー ビスセンター （保険金支払担当部門）を束京と沖縄IL
設置。軽微な案件では5 日以内に支払いを実施しています。

世界4か所に医師や看護師が常駐。
AIGメデイカルチー ムとお客さまを診察する医師が連絡を
とり、迅速に保険金を

※2019年度軽微な案件における
支払巳数平均

5 日以内 お支払いできる体制。 世界 4 か所

こんなときお役にたちます お選びいただいたプランによって補償内容は異なります。
詳しくはAIG損保サイトでご確認ください。

健康にまつわるトラブル I 

疇ケガまたは病気が原因で
亡くなられた

旅行中の交通事故のケガが 階段で転倒して骨折
原因で後遺障害が生じた

盲腸で入院 ケガや病気で長期入院し
日本から家族が現地に

駆けつける

手荷物にまつわるトラブル I Iその他 旅行留学中のトラブル I 

スマー トフオンを
盗まれた

お湯を出しっ放しで
寝てしまい、

カメラを落とし、 水浸しになり、
壊してしまった 修理費を請求された

悪天候で、
搭乗予定の航空機が

飛ばなかった

航空会社に預けた
手荷物が出てこない

一

このような海外でのトラブルが報告されています。

アメリカ 21 オ イギリス 20オ

横断歩道を渡っている際に赤信号無視の
暴走車にはねられ、顔面・ひざ・腕・骨盤等
骨折し入院手術となり、日本から家族が
2人駆けつけた。 手術後、入院生活が2か
月を超え、現地でリハビリを行ったため
高額医療費がかかった。

アメリカ 42オ

ホストファミリー と夕食に2時間ほど
出かけ、帰ってきたら、ホー ムステイ先
住居の裏庭側のドアが破られ空き巣に
入られていた。ピアス、リング、ネックレ
ス、サングラス、腕時計、ノ ー トPC、など
が盗られた。

生活用動産補憤約 50フ5円治療•救援者費用約 7,00075円

【支払金額内訳】
治療費用：

＝心急

借りていた部屋の ス プ リ ン ク ラ ー に
誤って接触してしまい、スプリンクラーが
破損し、部屋を水浸しにしてしまった。

緊急対応のための費用・修絶費用・家賃
損害などが発生した。

約200万円 Q 個人賠償責任 約 860n円
＜ 

2017年・2018年弊社調べ

海外でのトラブルの72.9％は健康にまつわるものです(2016年弊社実績）

治療•救援費用が無制限
※

の「インフィニテイプラン」で安心！！

インフィニテイプランなら、もう自己負担の心配はありません！

口認塁靡屑繋J累霰認髭畠讐捻塁誓術を行う。

ー
＿

救援費 1 「 治 療：i_1 |
＿

救援費

130万円 3,000万円
家族の ＋ 1か月分の |+ 

往復航空券 入院費
(3人分） （手術•治痕費を含む）

180万円
日本への
搬送費

合計
= 3,310► 

万円

治療・救援費用
2,000万円プランの

場合
自己負担

1,310万円と
なるところ…

インフィニティ
プランなら
自己負担

O円

※無制限とは治療・救援費用補償特約の保険金額（支払限度額）を無制限とすることであり、治療·救援費用を終身補償するものではありません。

ご家族も安心！AIG損保
保険加入（付保）証明書

発行サ ー ビス

留学手続き、滞在許可証(VISA)申請など
で、学校や大使館より保険加入（付保）証明
書の発行を求められることがありますが

AIG損保では6か国語での
証明書の発行が可能です。
•英語 ・フランス語 ・ドイツ語
・スペイン語 ・イタリア語
・ポルトガル語

ご契約後以下インタ ーネット旅行保険ダイヤルヘ
ご連絡ください。

03-5611-0874
受付時間9:00~17:00
土・日、祝日、年末年始を除く

海外旅行・留学保険の各種サ ー ビス
Webによる総合ヘルスケア相談サ ー ビス

Doctors Me 

インタ ーネットが沫1」用可能な場所で、いつでもスマホで
相談。「海外で処方された薬について聞きたい… 」
「肌がかぶれてしまった … 」 病院に行くほどでは
なくても、 AIG損保ならあなたをサポート

サー ビス利用について
ご利用可能期間：AIG損保海外旅行保険 加入期間中
24時間365日、 6種の専門家（医師・カウン
セラ ー ・薬剤師・歯科医師・栄養士・獣医師）
に日本語で相談できます。

※本サー ビスは、AIG損害保険株式会社が株式会社アドメデイカ
に委託してご提供します。

※Doctors Me（ドクタ ー ズミー）は株式会社アドメデイカの登録
商標です。

※サービスは、今後予告なく変更または中止することがあります。
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