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*新コープのケガ保
険（団体総合生活保

険）月間保険金支払
実績（2021年4月

 東京海上日動調べ
）

新コープのケガ保険

第1位
家庭内でのケガ

第2位
スポーツ中でのケガ

第3位
交通事故によるケガ

コープの組合員さんに選ばれてコープ団体契約者数
No.1

日常生活における様 な々事故に幅広く対応!

ケガ保険ケガ保険新コープの

コープデリ ケガ 検索

5分で簡単申し込み！
※お申し込みにはコープデリグループ生協の加入およびコープデリeフレンズ
（インターネット注文）利用の登録と生協への口座登録が必要です。

自転車条例
にも対応！

コープの組合員さん
のみ30% の団体割引!
1日100円以下の保険料で
万が一に備えられる!

事故が発生！
月間約 件12,000

*

の時の対策できていますか?

もしも

傷害一時金プラン専用コープの組合員さん限定保険のご案内

パンフ-T21.10○B α D○○資料番号 22905

全ての年齢で加入可能！

健康診査不要！

スマホからも加入手続きが簡単にできます!

最高1億円まで補償！
個人賠償示談交渉サービス付！

通院1日から保険金2万円補償！
傷害一時金プランの場合

　「新コープのケガ保険」加入者500人のアンケート結果（2020年10月 東京海上日動調べ、調査委託先：マクロミル）

88%が安心 95%が安心 94%が安心

■引受保険会社（幹事）
東京海上日動火災保険株式会社
ご意見・ご相談先/広域法人部 団体・協同組織室
☎03-3515-4151
■団体保険契約者：日本コープ共済生活協同組合連合会
■非幹事保険会社：共栄火災海上保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社 コープデリ保険 検索

（株）コープデリ保険センター
〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和3-35-4

営業時間 9:00～18:00（日曜休業）

●個人情報の取扱いに関する事項：（株）コープデリ保険センターは、ご提供
いただいた個人情報を保険商品のご案内、キャンペーンまたはサービス向
上のためのアンケートなど営業活動のために利用する場合、またサービス
の提供や保険商品・カタログ・チラシ・コンテンツなどの改善を図るための
統計・分析を行う場合があります。●個人情報保護方針・勧誘方針に関する
詳細情報は、（株）コープデリ保険センターのホームページをご覧ください。

お問合せ先　取扱代理店

0120-33-6566
https://hoken.coopdeli.coop



ちょっとした日常のケガにも対応

補償内容

傷害一時金

償
補
害
傷 入通院

1日以上

5日以上

死亡 85万円

後遺障害の程度に応じ35.7万円～85万円後遺障害

月払保険料830円(個人賠償責任補償がない場合740円)
 

入通院給付金(部位・症状に応じて) 2万円～20万円

●事故の発生日から180日以内に、1日以上の入通院をした際に一時金をお支払いする補償です。
●5日以上の入通院の場合、部位と症状に応じて定められた保険金をお支払いします

プランの紹介

全年齢加入可能傷害一時金プラン

保険の対象となる方（被保険者）ご本人のみを補償

重複して
支払われ
ません

最高 1億円 ご本人と
ご家族を
補償

個人賠償責任（免責金額:0円）

「傷害一時金プラン」の保険金のお支払いについて

傷害一時金プラン 入院または通院が5日以上の場合、傷害一時金払入通院給付金（２万円）の１倍、３倍、５倍または
１０倍の保険金をお支払いします。ただし傷害一時金払治療給付金と重複して支払われません。

ケガの
部位と症状

保険金額

①骨折・脱臼・神
経損傷・神経
断裂（手指・足
指・歯を除く）

⑤脳挫傷・脳挫創等
の脳損傷、頭蓋内
血腫（頭蓋内出血
を含みます）

⑥頸椎損傷、
脊髄損傷、
胸腹部臓器等
の破裂・損傷

⑦左記
　以外

②上肢・下肢（手
指足指を除く）
の腱・筋・靭帯
の損傷・断裂

③上肢・下肢
（手指足指
を除く）の
欠損・切断

④眼球の
内出血・
血腫・
破裂

６万円 ６万円 １０万円 １０万円 2０万円 2０万円 2万円

治療給付金(一律)20,000円

個人賠償責任最高1億円まで補償！ 
ご本人およびご家族まで補償！
東京海上日動が代わりに示談交渉いたします

個人賠償責任補償

自転車事故・漏水
トラブルにも対応！

保険の対象となる方（被保険者）ご家族まで補償 保険の対象となる方（被保険者）

保険の対象となる方
（被保険者）本人＊１

ご本人＊１の家族＊2

傷 害 補 償
個人賠償責任

保険加入者の
95%が
安心!

＊7

※保険の対象となる方（被保険者）の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※個人賠償責任において、ご本人＊1が未成年者または上記の保険の対象となる方（被保険者）が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定
の監督義務者等も保険の対象となる方（被保険者）に含みます（未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。）。
＊1 加入依頼書等に「保険の対象となる方（被保険者）」として記載された方をいいます。
＊2 ご本人＊１の家族とは、ご本人＊１の配偶者＊6、ご本人＊1またはご本人＊1の配偶者＊6の「同居＊3のご親族＊4および別居の未婚＊5のお子様」となります。
＊3 マンション等の集合住宅の別の住戸に居住している場合は、「同一家屋」にあたらないため、同居とはなりません。
＊4 6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます（配偶者を含みません。）。
＊5 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
＊6 配偶者の定義は次の通りです。
法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（婚約とは異なります。）にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実
質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。
　a.婚姻意思を有すること（戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。）。
　b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
＊7 「新コープのケガ保険」加入者500人のアンケート結果（2020年10月 東京海上日動調べ、調査委託先：マクロミル）



事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
▶後遺障害の程度（後遺障害等級第7級～第1級）に応じて死亡・後遺障害保険金額の
42％～100％をお支払いします。
※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

※ご加入いただくプランによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のプランの詳細については「補償内容」欄をご確認ください。

【個人賠償責任補償】個人賠償責任補償特約+個人賠償責任補償特約の受託品等不担保特約※

＊1保険の対象となる方（被保険者）がゴルフの競技または指導を職業としている方以
外の場合、ゴルフの練習、競技または指導＊3中に生じた事故による損害賠償責任
は除きます。

＊2自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 
＊3ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常
行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。

1回の事故について、ケガがもとで医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を
含めて180日以内に入院または通院（往診を含みます）し、その治療日数＊2の合計
が５日以上となった場合に、傷害一時金払入通院給付金額（傷害一時金払治療給付
金と同額）に下記倍率を乗じた金額をお支払いします。
〈お支払額（倍率）〉
ア．下記イ～エのいずれにも該当しないケガ：1倍
イ．手指・足指・歯を除く部位の骨折・脱臼・神経損傷・神経断裂、手指・足指を除く上肢・下
肢の ・筋・靭帯の損傷・断裂：3倍

ウ．手指・足指を除く上肢・下肢の欠損・切断、眼球の内出血・血腫・破裂：５倍
エ．脳挫傷・脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫（頭蓋内出血を含む）、頸髄損傷、脊髄損
傷、胸腹部臓器等の破裂・損傷：１０倍

※同一事故により被ったケガが、アからエまでの複数に該当する場合には、最も高い額
のみお支払いします。
※傷害一時金払治療給付金と傷害一時金払入通院給付金は重複して支払われません。
＊2 医師等の治療により、骨折等の傷害を被った所定の部位を固定するため、ギプス等＊3
を常時装着したときは、保険の対象となる方（被保険者）が入院または通院しない場合
であっても、その装着日数を治療日数に含めます。

＊3ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、
PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。



ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を
記載しています。必ず最後までお読みください。

ご加入前におけるご確認事項Ⅱ
1.商品の仕組み
新コープのケガ保険は、日本コープ共済生活協同組合連合会を保険契約者
とし、生協の組合員やそのご家族を保険の対象となる方（被保険者）とする団
体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則と
して日本コープ共済生活協同組合連合会が有します。基本となる補償、ご加
入者のお申し出により任意にご加入いただける特約等は「補償の概要等」に
記載のとおりです。ご加入いただける保険の対象となる方（被保険者）ご本人
の範囲等につきましては上記Ⅰ.3をご確認ください。
2.基本となる補償および主な特約の概要等
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、“保険金をお支払いしない主
な場合”や主な特約の概要等につきましては、「補償の概要等」をご確認ください。
3.補償の重複に関するご注意
個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、保険の対象となる方（被保
険者）またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約＊1を他にご契約され
ているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象とな
る事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご
契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険
金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください＊2 。
＊1新コープのケガ保険以外の東京海上日動の保険契約にセットされる特約や
東京海上日動以外の保険契約を含みます。

＊2１契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から
別居への変更等により保険の対象となる方（被保険者）が補償の対象外に
なったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。

4.保険金額等の設定
新コープのケガ保険での保険金額はあらかじめ定められたプランの中からお選び
いただくこととなります。プランについての詳細は「補償内容」をご確認ください。
5.保険期間（保険の加入期間）および補償開始・終了時期
●毎月1日の締切日＊3までに加入依頼書をご提出いただきますと、その締切日の
翌月1日が補償開始日＊3となり、補償開始日の午前0時に保険責任が開始
します。
＊3 新コープのケガ保険のお申し込み締切日および補償開始日は本パンフ
レットに記載の「お申し込み締切日と補償開始日」をご確認ください。

●前契約の解約日と次契約の中途加入日が一致し、保険の対象となる方（被保
険者）の補償が継続する場合、その解約日（中途加入日）に発生した事故につ
いては、前契約と次契約から重複して保険金をお支払いすることはできません。

●保険期間は、補償開始後最初に到来する1月1日の午後4時までとなります。
また、特段のお申し出をされない限り、毎年自動的に更新されます。
（更新後の保険期間は、毎年1月1日の午後4時から翌年の1月1日の午後
4時までの1年間となります。）
※新コープのケガ保険の健全な制度運営のため、保険金のご請求状況等に
よって、補償の更新をお断りさせていただいたり、補償内容を制限させていただ
くことがあります。なお、この場合は事前にご加入者にご連絡いたします。
※死亡保険金の受取人に特定の方を指定された場合には、自動的に更新さ
れず、毎年更新手続きならびに保険の対象となる方（被保険者）の同意が必
要となります。

6.保険料の決定の仕組みと払込方法等
●保険料の決定の仕組み
　保険料はご加入いただくプランによって決定されます。保険料について
は、「補償内容」をご確認ください。

●保険料のお支払い方法
保険料のお支払いは「月払」となります。補償が開始した月の翌月より、毎月5日の
口座振替日＊4にご加入者の指定した口座から保険料の口座振替を行います。
＊4保険料の口座振替日は本パンフレットに記載の「お申し込み締切日と補
償開始日」をご確認ください。

●第1回目の保険料の口座振替
第1回目の保険料の口座振替ができなかった場合、その翌月に第1回目と
第2回目の2か月分の保険料を口座振替します。このとき2か月分の保険料の
口座振替ができなかった場合には、ご契約は解除となり、補償開始日に遡って
保険責任が終了し、その時以降に生じた事故によるケガや損害に対しては、
保険金をお支払いできません。ただし、満期日（1月1日）までの未払込保険料
を所定の期日までに一括して払込みいただくことで満期までご契約を存続する
ことができる場合がありますので、取扱代理店までお問い合わせください。
●第2回目以降の保険料の口座振替
第2回目以降の保険料が口座振替できなかった場合は、その翌月に2か月分
の保険料を口座振替します。このとき、2か月分の保険料の口座振替ができ
なかった場合には、ご契約は解除となり、2か月分の保険料の口座振替予定月
の末日午後12時以降＊5に生じた事故によるケガや損害に対しては、保険金
をお支払いできません。ただし、満期日（1月1日）までの未払込保険料を所定
の期日までに一括して払込みいただくことで満期までご契約を存続することが
できる場合がありますので、取扱代理店までお問い合わせください。
＊5 2か月分の保険料の口座振替予定月の末日が保険期間の末日（1月1日）を
超える（またぐ）場合は、保険期間の末日（1月1日）午後4時以降となります。

●保険料の一括払込みが必要な場合
ご加入者が次の事由に該当した場合、満期日（1月1日）までの未払込
保険料を所定の期日までに一括して払込みいただくことで、満期までご契約を
存続することができます。
①生協脱退等により、組合員でなくなった場合
②保険料＊6が、毎月の口座振替日の翌月末までに払込みいただけなかった
場合　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      等

※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その
後、保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできず、
お支払いした保険金を回収させていただくことや、ご契約を解除させていた
だくことがありますのでご注意ください。

＊6ご加入者が加入された、保険の対象となる方（被保険者）のすべての補
償に関わる保険料をいいます（加入内容変更による変更保険料だけでな
く、従来よりご加入の保険料も含みます。）。

7.満期返れい金・契約者配当金
新コープのケガ保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

お申し込みの手続きについてⅠ
加入依頼書に必要事項をご記入いただき、ご加入の生協にご提出または取扱
代理店にご送付ください。毎月、お申し込みの締切日があります。
1.用語のご説明
このパンフレットで使用する主な用語についてご説明します。
ご加入者（組合員）
（加入のお申し込みをされるお客様）
被保険者
（保険の対象となる方）
親族

保険の補償を受けることができる方をい
います。
６親等内の血族の方と３親等内の姻族
の方をいいます。

この保険にお申し込みいただく方をい
います。

ご加入時におけるご注意事項 Ⅲ
1.告知義務
●加入依頼書等に★マークが付された「他の保険契約等」の項目は、ご加入に関す
る重要な事項（告知事項）ですので、正確に記載してください（取扱代理店には、
告知受領権があります。）。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や事実を
記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

●他の保険契約等とは、身体のケガを補償する損害保険契約・生命保険
契約・共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、ご契約の内容に
よっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
2.クーリングオフ
新コープのケガ保険は、クーリングオフの対象外です。
3.死亡保険金受取人
傷害補償の死亡保険金は、原則として法定相続人にお支払いします。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず保険の対象となる方
（被保険者）の同意を得てください。同意のないままにご加入をされた場合、ご加
入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方（被保
険者）のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明ください。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、取扱代理店ま
でお申し出ください。

マークの
ご説明

保険商品の内容を
ご理解いただくための事項

ご加入に際してお客様にとって不利益になる
事項等、特にご注意いただきたい事項

重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕　新コープのケガ保険にご加入いただく皆様へ

契約概要 注意喚起情報

契約概要

契約概要 注意喚起情報

注意喚起情報

契約概要

契約概要 注意喚起情報

契約概要

契約概要 注意喚起情報

注意喚起情報

注意喚起情報

契約概要

注意喚起情報

注意喚起情報

注意喚起情報

ご加入後におけるご注意事項Ⅳ
1.ご加入後の変更・解約
●ご加入後、次の変更が生じる場合は、変更日より前に取扱代理店にご連絡ください。
①組合員（ご加入者）の住所や氏名が変更となる場合
②保険の対象となる方（被保険者）の住所や氏名が変更となる場合

●ご加入後、新コープのケガ保険を解約される場合は、取扱代理店にご連絡
ください。満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や
保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。ご
加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で
保険料を返還または未払保険料を解約日以降に請求することがあります。
返還または請求する保険料の額は、解約理由により異なります。返還する
保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から、始期日から解
約日までの既に経過した期間に対して「月割」で算出した保険料を差し引い
た額よりも少なくなります。解約のご連絡から保険料の口座振替が停止され
るまでに所定の期間＊7が必要となります。
＊7解約される場合の書類のご提出締切日（書類受付日）と補償の終了日
および最終の保険料口座振替日は、本パンフレットに記載の「解約さ
れる場合の書類のご提出締切日」をご確認ください。

※最終振替日に口座振替できなかった場合には、翌月に再度保険料を口座
振替します。
（例：毎月5日が口座振替日で6月1日解約の場合。
※6月5日に口座振替できなかった場合には、7月5日に保険料を口座振替します。）

●新コープのケガ保険は、生協の組合員とそのご家族のための保険です。
組合員（ご加入者）が現在ご加入の生協を脱退（転居含む）等により組合
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※ご家族を保険の対象となる方（被保険者）とする場合には、本内容を保険の対象となる方（被保険者）全員にご説明ください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、取扱代理店までお問い合わせください。

2.ご加入者の範囲
この保険にお申し込みいただけますのは、生協の組合員ご本人様となります。
※コープデリ宅配のご利用代金が長期延滞となっている組合員は、お申込みい
　ただいてもご加入できません。
3.保険の対象となる方（被保険者）本人としてお名前をご記入いただける方
保険の対象となる方（被保険者）本人には次の①～③のうちいずれかおひと
りをご指定ください。
①組合員本人
②上記①の配偶者、子ども、両親、兄弟（「同居」「生計を共にする」「血族か姻
族か」は問わない）

③上記①の同居している親族（「生計を共にする」「血族か姻族か」は問わない）



その他ご留意いただきたいことⅤ

員資格を喪失したときは、保険の解約手続きが必要となります。なお、保険
期間の終了時までは補償を継続することができる場合がありますので、取扱
代理店までお問い合わせください。

2.保険の対象となる方（被保険者）からのお申出による解約
傷害補償においては、保険の対象となる方（被保険者）からのお申し出により、
その保険の対象となる方（被保険者）に係る補償を解約できる制度があります。
制度および手続きの詳細については、取扱代理店までお問い合わせください。
また、本内容については、保険の対象となるご家族の皆様にご説明ください。
3.満期を迎えるとき
●自動更新
　保険期間は毎年1月1日午後4時から翌年の1月1日午後4時までの1年間と
なります。また、特段のお申し出をされない限り、毎年自動的に更新されます。
●保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合
　保険金請求状況等によっては、次回以降の更新をお断りさせていただいたり、
補償内容を制限させていただくことがあります。

　補償内容等を改定した場合、更新後の補償内容等は変更されることがあり
ます。東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等
を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用
されます。この結果、更新前の内容とは異なる補償内容で更新されることや
更新を行えないことがあります。

●更新のご案内記載の内容
更新のご案内に記載している組合員（ご加入者）の氏名（ふりがな）、組合員
番号、補償内容等ついてご確認いただき、変更がある場合は、取扱代理店ま
でお問い合わせください。

●保険金請求忘れのご確認
更新してご加入いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘
れがないか、今一度ご確認ください。ご請求は、スマートフォンからも可能です。
ご不明な点がございましたら、取扱代理店までご連絡ください。
●ご加入内容を変更されている場合
ご加入内容を変更されている場合、お手元に届く更新のご案内等には反映されて
いない場合があります。なお、自動更新される場合、ご契約はこの更新のご
案内等へ記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。

1.個人情報の取扱い
●保険契約者である日本コープ共済生活協同組合連合会は、引受保険会社
（東京海上日動火災保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、三井住友
海上火災保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社）に対し、本契約に関
する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグ
ループ各社は、本契約に関する個人情報（過去に取得したものを含みます。）
を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保
険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うため
に利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医
療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施
行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限
定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託
先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支
払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること

②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保
険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること

③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提
携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して
利用すること

④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保
険引受会社等に提供すること

⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手
続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること

⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、
保険の対象となる方(被保険者)の保険金請求情報等（過去の情報を含み
ます。）をご契約者およびご加入者に対して提供すること
個人情報全般に関する詳細内容は、引受保険会社各社のホームページをご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社 www.tokiomarine-nichido.co.jp
共 栄 火災海上保険株式会社 www.kyoeikasai.co.jp
三井住友海上火災保険株式会社 www.ms-ins.com
損 害 保 険ジャパン株 式 会 社 www.sompo-japan.co.jp

●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致
の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保する
ため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方（被保険者）
または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般
社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行ってお
ります。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
●保険契約者である日本コープ共済生活協同組合連合会は、ご加入の生協に対
し、本契約に関する個人情報を提供します。ご加入の生協は、本契約に関す
る個人情報（過去に取得したものを含みます。）を、共済事業、利用事業、
店舗事業、宅配事業、福祉事業等の運営や商品、サービスの案内・提供な
ど、それぞれの個人情報保護方針に従って利用します。個人情報全般に
関する詳細内容は、日本コープ共済生活協同組合連合会およびご加入
の生協のホームページをご参照ください。
日本コープ共済生活協同組合連合会 coopkyosai.coop
2.ご加入の取消し・無効・重大事由による解除
●傷害補償で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方（被保険者）とするご加入
について、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合、その保険
の対象となる方（被保険者）の同意を得なかったときは、ご加入は無効になります。

●ご契約者、保険の対象となる方（被保険者）または保険金の受取人が、暴
力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東
京海上日動はご加入を解除することができます。

●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3.保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払い
が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。

●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者
保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80％
（破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した
保険事故に係る保険金については100％）まで補償されます。

4.その他ご加入に関するご注意事項
●新コープのケガ保険の加入限度は、保険の対象となる方(被保険者)1名
につき1コース1加入です。

●代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、　　　　　　　　　　
保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約については東京海上
日動と直接締結されたものとなります。

●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しま
したら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。
また、加入者票が到着するまでの間、本パンフレットおよび加入依頼書控
等、ご加入内容がわかるものを保管ください。ご不明な点がありましたら、取
扱代理店までご連絡ください。なお、本パンフレットにはご加入上の大切な
ことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期
間の終了時まで保管してください。

●ご契約が共同保険契約であるため、各引受保険会社はそれぞれの引受割合
に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、
幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会
社については、後記〈共同保険引受保険会社について〉をご確認ください。

●2006年12月末をもって損害保険料控除が廃止されたことから、この保
険の保険料は控除対象外となります。

5.事故（ケガ・賠償事故）が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに「コープのケガ保険事故受付センター」まで
ご連絡ください。（連絡先は加入者票同封の案内チラシをご覧ください。）

●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず
東京海上日動とご相談いただきながらおすすめください。

●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、次の①～④の書
類または証拠をご提出いただく場合があります。
①印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方（被保
険者）、保険金の受取人であることを確認するための書類

②東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度や治療内容および治療
期間等を証明する、保険の対象となる方（被保険者）以外の医師の診断
書、領収書および診療報酬明細書等

③他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上
日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類

④東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同
意書

●保険の対象となる方（被保険者）または保険金の受取人に保険金を請求できな
い事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方（被保険者）ま
たは保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方（被保険
者）または保険金の受取人の配偶者＊8または３親等内のご親族（あわせて「ご
家族」といいます。）のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象
となる方（被保険者）または保険金の受取人の代理人として保険金を請求でき
る場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。
＊8法律上の配偶者に限ります。
●保険金請求権には時効（３年）がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方（被保険者）等が損害賠償請求権
その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を
支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。

●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方（被保険者）が賠償責任保
険金等を請求できるのは、費用保険金を除き、次の①～③の場合に限られます。
①保険の対象となる方（被保険者）が相手方に対して既に損害賠償としての
弁済を行っている場合

②相手方が保険の対象となる方（被保険者）への保険金支払を承諾して
いることを確認できる場合

③保険の対象となる方（被保険者）の指図に基づき、東京海上日動から相手
方に対して直接、保険金を支払う場合
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東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争
解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約
を締結しています。東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、
同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。（www.sonpo.or.jp）

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
　　　　　（指定紛争解決機関）

0570-022808 通話料
有料

受付時間：平日午前9時15分～午後5時（土・日・祝日•年末年始はお休みとさせていただきます。）

本パンフレットはご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているもの
ではありません。詳細につきましては、保険契約者である日本コープ共済生活協
同組合連合会にお渡ししております「団体総合生活保険普通保険約款およ
び特約」に記載しています。必要に応じて、代理店までご請求いただくか、東京
海上日動のホームページに記載の団体総合生活保険約款にてご確認ください。
〈HP〉www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/yakkan.html

保険の内容に関するご意見・ご相談等は取扱代理店にて承ります。

IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。

注意喚起
情報

注意喚起情報

契約概要

〈共同保険引受保険会社について〉
東京海上日動火災保険株式会社（幹事）
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社
三井住友海上火災保険株式会社
損 害 保 険 ジャ パ ン 株 式 会 社

74.0％
14.0％
7.5％
4.5％



忙しいママも安心！東京海上日動の「もしも」に備えた充実サポート。
各種サポートのご紹介 「日頃の悩み」から「もしも」の時までバックアップ無料

付帯

メディカルアシスト
旅行先での急病！最寄りの病院を知りたい

医療機関案内

介護アシスト デイリーサポート

24時間365日対応

お電話にて各種介護に関するご相談に応じます。
また、お電話による介護相談や優待サービスなど
をご案内します。

お電話にて各種日常のお悩みに
関するご相談に応じます。

保険加入者の
90%が
安心!

急に激しい頭痛。どうしたらいいの…
緊急医療相談

お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関
をご案内します。

＊１

＊1 「新コープのケガ保険」加入者500人のアンケート結果（2020年10月 東京海上日動調べ、調査委託先：マクロミル）

■引受保険会社（幹事）／東京海上日動火災保険株式会社
ご意見・ご相談先 広域法人部　団体・協同組織室 03-3515-4151
〒102-8014　東京都千代田区三番町6-4ラ・メール三番町9階

サービス利用のフリーダイヤル番号は、ご加入後にお届けする加入者票同封の案内チラシをご覧ください。


