2022年度版

お申込み方法
郵便局から現金払込みで申込む

インターネットから申込む

パンフレット中面を参照し、ご加入希望プラン・タイプの
【掛金】
【タイプ】
をご確認ください。

下記URLまたは右の二次元コードから
申込画面へアクセスし、
ステップにそって進み、お申込みください。

同封の郵便払込票が加入申込票になっています。
必要事項をご記入のうえ、保険料をお払込みください。

zengaku.or.jp/tochu/
お申込み完了のメールが届きますので、
お申込み内容をご確認ください。
ご加入手続き完了後、マイページから
会員証と加入者カードを
いつでも確認いただけます。

※申込み手続きの際に、
会員
（マイページ）
登録
をしていただきます。
※クレジットカード以外で
のお支払いを希望する
方は、Webサイトをご
覧ください。

※払込取扱票
（加入申込票）
の記入内容がそのまま反映します。正確にご記入くだ
さい。不備がある場合、不備の確認が取れるまでは、保険開始となりませんので
ご注意ください。
※入金後の受付確認をされる場合は、お手続きには３営業日かかる場合がありま
す。その間はご確認がとれない場合がございますのでご了承ください。

Q. 保険開始日はいつになりますか？
A. 3月31日までに受付確認が完了した方は4月
1日より保険開始となります。
それ以降の方は、
毎月1日〜14日までのお手続
きで当月15日より、
毎月15日〜末日までのお手
続きで翌月1日より保険開始となります。

● ケガをしたとき
保険終期は変更されません。不備がある場合
は、
不備を解消した日が保険の申し込みをした
日といたしまして、
上記のスケジュールで保険が
開始されます。

全国学生保障援助会

当財団は、
これからの学生生活を有意義に過ごしていただくため、
学生保障制度の提供、各種ボランティア活動などを通じた社会貢献活動など、
すべての子どもたちの健全育成を支援する目的のために設立された組織です。
社会貢献活動の一環として、
日本財団、子供の未来応援基金などへ寄付活動
を行っています。おかげさまで、28年間に渡る継続的な活動により、会員数も延
べ23万人を超えました。
今後も学生への支援活動を充実させながら、健全な運営を目指してまいります。

全国学生保障援助会は、
これからの学生生活をよ
り有意義に過ごしていただくため、
福利厚生・ボラ
ンティア活動など、
学生が互いに協力し合い社会
に貢献し、
活動することを目的に設立された組織
です。会の主旨をご理解のうえ、
ご支援をよろしく
お願いいたします。詳細はWebサイトをご覧くだ
さい。

全国学生保障援助会は、
お客様の個人情報を法令に従って安全かつ適切に取
り扱います。
お客様からのご本人の個人情報について、
利用目的の開示等申し
入れがあった場合、
個人情報の漏洩防止のため、
個人情報の開示並びに訂正
等のお申し入れを受けた際には、
本人確認をさせていただきます。
ご本人確認が出来ない場合には、
ご要望にお応えできない場合があります。
個人情報についてのお問い合わせは、
下記窓口で受け付けます。
全国学生保障援助会サービスデスク 0120-170-682
詳細はWEBサイトをご覧ください。

適 用※

※日本国外は最高1億円まで

自転車条例対応

ご家族も補償

示談交渉サービス
付き
（国内のみ）

GIGAスクールに対応

新型コロナ
ウイルス感染症
に対応

2022年
4月より
保険開始

※団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
（保険期間が１年を超える場合を除きます。）
また、団体のご加入人数が１０名を下回った場合は、
この団体契約は成立しませんので、
ご了承ください。

お申込みは
スマホで

もっと身近に弁護士を！
そんな声にこたえる保険

かんたん！

SNSやいじめによる被害にも対応！

お申込み方法の詳細は、裏面をご確認ください。

特定非営利活動法人 チャイルドライン支援センター
特定非営利法人 よこはまチャイルドライン
あしなが育英基金

取扱代理店

全国食支援活動協力会 こども食堂サポートセンター

個人情報保護への取組みについて

20%

あったとき
● 他人に損害を与えたとき

無制限で補償

保険金額は

日本財団

国連UNHCR協会

一般財団法人 全国学生保障援助会
団体会員規約

引

● 事故により扶養者に万ーのことが

他人に損害を与えた場合

■ 2020年寄付先一覧

子供の未来応援国民運動

団体割

学生本人の補償 保護者・同居家族の補償
● 病気になったとき

●傷害総合保険普通保険約款・特約集および保険証券は保険契約者
（全国学生保障援助会）
に交付されます。
●保険期間の中途で料率改定があっても、保険料の追加・返れいはありません。
●このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず
「契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」
をご覧ください。また、詳しくは
「普通保険約款・特約集」
をご用
意しておりますので、取扱代理店または損保ジャパンまでご請求ください。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

zengaku.or.jp

この保険だけで

● 他人に損害を与えたとき

この保険は全国学生保障援助会を保険契約者とし、全国学生保障援助会の会員を加入者とする傷害総合保険
（正式保険名称）
の団体契約です。

一般財団法人

＜中 学・高 校 生 総 合 保 険（ 傷 害 総 合 保 険 ）＞

メールに記載のURLから会員
（マイページ）
登録をすると
会員証と加入者カードをいつでも確認いただけます。

都中Ｐセーフティライフ6 Q＆A

5月1日以降に保険開始になった場合は、
掛金・保険料は減額変更されます。WEBの
お申込み手続き画面に表示される掛金・保
険料をご確認ください。

セーフティライフ6

受付確認後、記入いただいたメールアドレスに、
受付完了のメールが届きます。

※迷惑メールの対策などでドメイン指定を行っている場合、
メールが受信できない場合がございます。当会ドメイン
「@zengaku.or.jp」
を指定受信設定してください。
※同封の郵便払込票の使用期日は4月14日までとなります。4月15日以降は、
インターネットからのお手続きとなります。
（ご希望のお支払い方法を選択できます。）

Q. 5月以降も加入できますか？
A. はい、11月末日までご加入いただけます。

東京都公立中学校ＰＴＡ協議会・推奨プラン

こどものホスピスプロジェクト
はじめのいっぽ保育園
Learning for All

クレディセゾングループの保険代理店

株式会社セゾン保険サービス

東京公務開発部 営業開発課

引受保険会社

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 12階
03-3349-5420
（月）
〜
（金）
9：00〜17：00

公益財団法人 あすのば
特定非営利活動法人キッズドア
一般財団法人学生サポートセンター
認定特定非営利法人子どもセンターてんぽ
社会福祉法人 読売光と愛の事業団
170の幼稚園保育園小学校へ
チューリップ球根を各50球を無償配布

SJ21-12067
（2021年12月28日作成）

〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-21-1 アウルタワー4階
0120-936-406
（月）
〜
（金）
9：00〜17：30

一般財団法人

全国学生保障援助会

〒112-0002 東京都文京区小石川5-6-9 ドミ小石川ビル2階

全国学生保障援助会は、幼児から学生までを対象に、安心と安全をテーマに、福利厚生や語学・社会教育の推進など数々の活動を行っています。
当会の活動・個人情報および
傷害総合保険に関するお問い合わせ先

全国学生保障援助会サービスデスク

当会の活動・個人情報およびパンフレット記載の保険内容に関するお問い合わせは左記の

サービスデスクで承ります。パンフレット記載内容以外の詳細な部分についてのお問い合わ
（ 通話料
無 料）
0120-170-682
せは取扱代理店のセゾン保険サービス
（0120-936-406）
または引受保険会社の損保ジャ

3月末までは
（月）
〜
（金）9：00〜17：30（当会の活動・個人情報および傷害総合保険に関するお問い合わせ） パン
（03-3349-5420）
までお問い合わせください。またお申込後の内容に不備等がござい
（土日祝日）
10：00〜17：00（傷害総合保険に関するお問い合わせ）
ましたら、損害保険取扱代理店である
（株）
セゾン保険サービスからご連絡させていただくこ
4月以降は （月）
〜
（金）9：00〜17：30（当会の活動・個人情報および傷害総合保険に関するお問い合わせ） とがあります。

20,480円

（節約プラン・3年間・
「ケガと病気の補償」
の場合）

ひと月あたり

569円 で、ケガも 病気も
卒業までの学生生活を24時間補償！
約

団体割

引

20%
適用

保険金のお支払方法等重要な事項は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

他人に損害を与えた場合

病気になった場合

学生または同居の家族が、日本国内・国外で万一他人に
ケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に
立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと
等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金
が支払われます。
（弁護士費用・訴訟費用等についても保
険金をお支払いします。）

学生本人が病気で入院、手術、または退院後の通
院をされたときに補償します。

※1

感染症による入院も補償

オプ
ション

もっと身近に弁護士を！
そんな声にこたえる保険

※一般社団法人日本損害保険協会
「自転車事故への備えに関するチラシ・全国版」
より

全額補償します

育英費用補償 （国内外補償）

傷害補償 （国内外補償）

事故により扶養者に万ーのことが
あった場合

学生本人がケガをした場合

指定された扶養者が急激かつ偶然な外来の事故で
亡くなられたり、所定の重度後遺障害のために、学
生の扶養ができなくなった場合の育英費用としてお
役立ていただけます。

一括して

600万円

（プレミアムプランの場合）

…

賠償金 1億5千万円

特定の感染症を発病した場合
−特定感染症危険
「後遺障害保険金、入院保険金
および通院保険金」
補償特約−
SARSやO-157など、特定の感染症を発病した場合
の入院・通院・後遺障害が補償されます。
新型コロナウイルス感染症に対応
「特定感染症」
とは、
「感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律」
に規定する一類感染症、二類感染
症、三類感染症または新型コロナウイルス感染症をいいま
す。2021年11月現在、結核、重症急性呼吸器症候群
（病原
体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスである
ものにかぎります。）
、
腸管出血性大腸菌感染症
（Ｏ−１５７を
含みます。）
等が該当します。詳細は
「保険金をお支払いする
主な場合とお支払いできない主な場合」
をご参照ください。

メディカルサポートサービス

80.0万円

100万円
2,200円

1日につき

1,200円

通院保険金

1日につき

2,000円

1日につき

1,400円

1日につき

800円

10倍

〈入院中に受けた手術〉
入院保険金日額の

5倍

〈外来で受けた手術〉
入院保険金日額の

10倍

〈入院中に受けた手術〉
入院保険金日額の

5倍

〈外来で受けた手術〉
入院保険金日額の

10倍

〈入院中に受けた手術〉
入院保険金日額の

5倍

〈外来で受けた手術〉
入院保険金日額の

疾病入院保険金

1日につき

3,000円

1日につき

2,200円

1日につき

1,200円

疾病退院後通院保険金

1日につき

2,000円

1日につき

1,400円

1日につき

800円

疾病手術保険金

10倍 疾病入院保険金日額の 5倍

〈入院中に受けた手術〉
疾病入院保険金日額の

15万円（

〈外来で受けた手術〉

自己負担額
1事故につき 3,000円

10倍 疾病入院保険金日額の 5倍

〈入院中に受けた手術〉
疾病入院保険金日額の

10万円（

）

〈外来で受けた手術〉

自己負担額
1事故につき 3,000円

10倍 疾病入院保険金日額の 5倍

〈入院中に受けた手術〉
疾病入院保険金日額の

〈外来で受けた手術〉

）

法律相談費用保険金

保険期間
1年間につき

5万円限度（自己負担額 1,000円）

保険期間
1年間につき

5万円限度（自己負担額 1,000円）

保険期間
1年間につき

5万円限度（自己負担額 1,000円）

弁護士委任費用保険金

保険期間
1年間につき

100万円限度（自己負担割合 10％）

保険期間
1年間につき

100万円限度（自己負担割合 10％）

保険期間
1年間につき

100万円限度（自己負担割合 10％）

ケガの補償

熱中症に関する補償
（熱中症危険補償特約
）
国内外補償

タイプ

1年間

ZAG
ZBG

2年間

病気の補償

3年間

弁護のちから

5年間

4年間

ケガと病気の補償

ケガの補償
病気の補償

携行品損害補償 （国内外補償）

1年間
2年間

3年間
4年間

5年間

6年間
弁護士が学校との調整に入ってくれた事がきっかけとなり
学校側でも本格的な対策を講じてくれることになった。
弁護士費用の例

解決までに要した時間の例：6

子どものいじめ

か月

学校側の調査を経る可能性もあり。
話合いを数回行い、合意書面を作成するまで

費用目安：30

万円 〜

40 万円 程度

着手金 15 万円〜、報酬金 15 万円〜

詳しくは同封のチラシをご覧ください。

ケガのみ補償

ケガの補償

1年間
2年間

3年間
4年間

5年間

6年間

2022年4月より保険開始

掛金は、保険期間分の一括払いです。

保険期間

6年間

学生本人が、日射または熱射により身体に障害を被
った場合に入院・通院・死亡・後遺障害・手術の保険
金が支払われます。

メンタルヘルスサービス

150万円

1日につき

おす ケガと病気の補償+
すめ 弁護のちから

交渉により解決（合意書面作成）

学校生活安心ダイヤル

一括して

3,000円

保険期間と掛金

※ 上記事故により扶養者が扶養不能状態になった場合

お子さまや扶養者さま自身のご相談をお受けします！ 無料

360万円

※3 本特約の被保険者は加入者
（保護者）
となります。また本オプションをご選択いただいた場合、加入者に対して交通乗用具との衝突、接触等の交通事故に
よって死亡されたり後遺障害が生じた場合の補償がセットされます。保険金額は各加入者
（保護者）
5万円となります。

地震・噴火またはこれらによる津波の事故でケガをし
た場合に、学生の入院・通院・死亡・後遺障害・手術お
よび育英費用※が補償の対象になります。

（注１）本サービスは損保ジャパン
のグループ会社およびその提携
業者がご提供します。
（注２）ご相
お名前、ご加入者番号
（SOMPO 健康・生活サポートサービス） 談の際は、
等をお聞きすることがございます
のでご了承ください。
（注３）
ご利用
健康・医療相談サービス
は日本国内からにかぎります。
（注
介護関連相談サービス 人間ドック等検診・検査紹介・予約サービス
メンタルヘルス相談サービス
４）
ご相談内容やお取次ぎ事項に
メンタルＩ
Ｔサポート
（ＷEBストレス よっては有料となるものがありま
医療機関情報提供サービス 専門医相談サービス
（予約制）
す。
（注５）
本サービスは予告なく変
チェック）
サービス
法律・税務・年金相談サービス
（予約制・30分間）
更または中止する場合があります
一般的な法律・税金に関する相談に、弁護士、司法書士または税理士がお答えするものです。
ので、あらかじめご了承ください。

一括して

国外：1億円

（自己負担額 0円）

オプション 弁護のちから※3（弁護士費用総合補償特約、交通傷害危険のみ補償特約）

天災補償（−天災危険補償特約− 国内外補償）

学生本人の身の回り品が住宅外において盗まれ
たり、偶然な事故で破損した場合に補償されます。

国内：

※1「ケガと病気の補償+弁護のちから」
タイプの保険金額を記載しています。保険期間・タイプにより、保険金額が異なります。詳細は下記をご参照ください。
※2「ケガのみ補償」
のタイプでは補償されません。

学生本人が急激かつ偶然な外来の事故でケガをし
た場合に保険金が支払われます。
学校の授業中・運動中の事故だけでなく、交通事故
やレジャー中の事故も補償の対象となり、死亡・後遺
障害・手術・入院・通院まで幅広い補償が得られます。
細菌性食中毒、
ウイルス性食中毒も補償の対象とな
ります。

身のまわり品に損害があった場合

※2

600万円

無制限

国外：1億円

（自己負担額 0円）

1日につき

携行品損害保険金額

地震に見舞われてケガなどをした場合

特定感染症補償 （国内外補償）

気

例えば

加害者になってしまうと、高額な賠償金を請求されることがあります。

国内：

手ごろな保険料で必要な補償を提供します！

入院保険金

手術保険金

病

示談交渉サービス付き（国内のみ）

無制限

国外：1億円

100万円

新型コロナウイルス感染症に対応

GIGAスクールに対応

スタンダードなプランです！

（自己負担額 0円）

一括して

死亡・後遺障害保険金

およそ8分に1件の割合で、自転車事故が発生しています！

事故の例
自転車で走行中、歩行者にケガをさせ、
相手に後遺障害が残ってしまった。

無制限

国内：

節約プラン

安心プラン

手厚く補償します！

補償内容

ケ ガ

自転車条例
に対応

プレミアムプラン

育英費用保険金

疾病補償 （国内外補償）

！

保険金額

病気の補償

個人賠償責任補償 （国内外補償）

（日本国外は最高1億円まで）

（職種級別Ａ級、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約、天災危険補償特約、熱中症危険補償特約、特定感染症危険補償特約セット）

個人賠償責任保険金額

ケガの補償

保険金額は無制限

学生や扶養者さまのライフスタイルに合わせたプラン・補償内容・保険期間をお選びください。

ZCG
ZDG
ZEG

掛金

21,370 円（うち保険料 21,170円）
37,390 円（うち保険料 37,090円）

53,350 円（うち保険料 52,950円）
69,300 円（うち保険料 68,800円）
85,330 円（うち保険料 84,730円）

ZFG

95,990 円（うち保険料 95,290円）

SAG
SBG

18,890 円（うち保険料 18,690円）
33,060 円（うち保険料 32,760円）

SCG
SDG
SEG

47,170 円（うち保険料 46,770円）
61,270 円（うち保険料 60,770円）
75,440 円（うち保険料 74,840円）

SFG

84,870 円（うち保険料 84,170円）

AG
BG

17,080 円（うち保険料 16,880円）
29,880 円（うち保険料 29,580円）

CG
DG
EG
FG

42,630 円（うち保険料 42,230円）
55,380 円（うち保険料 54,880円）
68,180 円（うち保険料 67,580円）

76,700 円（うち保険料 76,000円）

タイプ

ZAH
ZBH
ZCH
ZDH
ZEH

掛金

16,450 円（うち保険料 16,250円）
28,760 円（うち保険料 28,460円）

41,040 円（うち保険料 40,640円）
53,310 円（うち保険料 52,810円）
65,640 円（うち保険料 65,040円）

ZFH

73,830 円（うち保険料 73,130円）

SAH
SBH

13,970 円（うち保険料 13,770円）
24,430 円（うち保険料 24,130円）

SCH
SDH
SEH

34,860 円（うち保険料 34,460円）
45,280 円（うち保険料 44,780円）
55,750 円（うち保険料 55,150円）

SFH

62,710 円（うち保険料 62,010円）

AH
BH

12,650 円（うち保険料 12,450円）
22,120 円（うち保険料 21,820円）

CH
DH
EH
FH

タイプ

ZAI
ZBI
ZCI
ZDI
ZEI

掛金

10,720 円（うち保険料 10,520円）
18,690 円（うち保険料 18,390円）

26,660 円（うち保険料 26,260円）
34,630 円（うち保険料 34,130円）
42,630 円（うち保険料 42,030円）

ZFI

47,970 円（うち保険料 47,270円）

SAI
SBI

8,240 円（うち保険料 8,040円）
14,360 円（うち保険料 14,060円）

SCI
SDI
SEI

20,480 円（うち保険料 20,080円）
26,600 円（うち保険料 26,100円）
32,740 円（うち保険料 32,140円）

SFI

36,850 円（うち保険料 36,150円）

AI
BI

7,510 円（うち保険料 7,310円）
13,090 円（うち保険料 12,790円）

31,550 円（うち保険料 31,150円）
40,980 円（うち保険料 40,480円）
50,460 円（うち保険料 49,860円）

56,760 円（うち保険料 56,060円）

※保険料のうち、疾病保険特約保険料については介護医療保険料控除の対象となります。
（2021年11月現在）
※掛金には、本会の会費100円と、本保険制度の運営上必要な費用
（事務手続費用等）
として保険期間1年につき100円の制度運営費を含みます。
※保険期間の中途で料率改定があっても保険料の追加・返れいはありません。
※入学と同時に正規の職業に就かれる方は、その職業の内容によって保険金額が変更される場合があります。

CI
DI
EI
FI

18,670 円（うち保険料 18,270円）
24,240 円（うち保険料 23,740円）
29,840 円（うち保険料 29,240円）

33,580 円（うち保険料 32,880円）

