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明治大学
香港の中華圏ビジネスと文化プログラム参加者 各位

明治大学　商学部事務室

以上

海外留学中の緊急時対応および海外旅行保険について

　海外留学をはじめとする学外での教育研究活動を行う場合、自然災害
被災をはじめとして感染症罹患、交通事故といったトラブルに巻き込ま
れる可能性が常にあります。特に、海外で病気にかかったり怪我をした
場合、その治療費は非常に高額であり、かつ、皆さんの状況について大
学が正確な情報を即座に収集することは極めて難しいのが実情です。

　そこで、本学では、海外留学・研修に参加をされる皆さんには、研修
先でより安心して実りある研修生活を送ることができるよう、海外での
危機管理体制強化の一環として、大学指定の海外旅行保険加入並びに危
機管理サービス登録を研修参加の必須条件としています。

　本保険に加入することにより、海外研修中の様々な緊急時の手助けと
なる「留学生トータルサポートサービス（別紙参照）」を受けることが
できます。

　つきましては、添付の「海外旅行保険の手配について」を確認の上、
7月2日（火）締切日までに、必ず加入手続きを完了してください。

令和元年6月吉日
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１．海外旅行保険の必要性について

◆高額な医療費への対策
　『海外旅行保険』が必要な理由として、最も注目するべきは、日本とはケタ違いに高い医療費の
カバーです。「健康保険に入っているから心配ない！」と思う方もいるかもしれませんが、健康保
険からの給付はあくまで日本国内ベースのため、海外医療費としては十分な還付は期待しにくい
のが現状です。

　例えば、留学中に盲腸のため緊急で手術入院となった場合、アメリカでは約２００万円程度の費
用がかかると言われています。
　この場合、健康保険からの給付は、とりあえず治療費の全額を自分で支払い、後から健康保険
組合へ申請し、受給を受ける形となります。ただし、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異な
るため、その費用全てが給付されるわけではなく、国内での治療費を基準とした額が、後日「海
外治療費」として支給されることになります。

　日本での盲腸手術時の平均医療費は約４０万円ですが、海外医療費についても国内同様、自
己負担分（３割）がありますので、健康保険等からは７割相当の約２８万円の支給となり、残りの
差額（２００万円－２８万円）は、自己負担とになってしまいます・・・。

◆事故事例のご紹介
　＜ケガ、病気による事故事例（一般的な医療費の目安）＞
　　・風邪で通院。薬を処方された。　⇒　支払保険金：１万円～２万円程度 ※
　　・急な腹痛で救急車を呼び病院へ。　⇒　支払保険金：救急車代 平均５万円程度 ※
　　・アキレス腱を断裂し、２週間の入院。　⇒　支払保険金：約２２０万円 ※
　
　　 ※上記保険金支払額は一例です。
　
　＜ケガ、病気以外の事故事例＞
　　・宿泊先で、お風呂のお湯が溢れてしまい、部屋を汚してしまった。
　　・他人にケガをさせてしまった。
　　・店舗で商品を壊してしまった。
　
　　など賠償責任に関わる事故も起こる可能性があります。
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２．海外旅行保険　補償の概要

◆保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合の概要については、別途
  配布する「海外旅行あんしんガイドブック」をご確認ください。
◆ご不明な点等がある場合には、取扱代理店　株式会社明大サポートまでお問い合わせください。

携行品損害（＊1）（＊2）（＊3）

旅先で盗難にあい盗まれ

たものが出てこなかった場

合や、デジタルカメラなど

を落として壊してしまった

場合

（＊1）携行品（パスポートを含みます。）の紛失または

置き忘れによる損害については保険金をお支払いで

きません。

（＊2）携行品１個、１組または１対あたり10万円(乗車

券等は合計5万円）がお支払いの限度となります。

（＊3）携行品の盗難、強盗、航空会社等に預けた手

荷物の不着による損害については、合計で30万円が

お支払いの限度となります。(保険金額30万円超の場

合)

ケガ 病気 救援費
旅先でのケガが原因で治

療が必要になった場合

旅先での病気が原因で

治療が必要になった場合

賠償責任

人にケガをさせてしまったり、
ホテルの部屋を水浸しにし
てしまったりして法律上の
損害賠償責任を負った場合

航機寄託手荷物

航空会社に預けた手荷物が
出てこなくて、身の回りの
品（＊4）を買った場合

（＊4）身の回り品購入費については、搭乗航空機の到

着後６時間以内に航空会社に預けた手荷物が目的地

に届かなかった場合で、航空機到着後９６時間以内に

ご負担された費用がお支払いの対象となります。

航空機遅延
航空機の出発が遅れ、

ホテル代や食事代等を

負担した場合

ケガや病気で長期入院。
家族に駆けつけてもらう
ことになった場合

旅行の途中で、急な事情によって帰国
することになり費用を負担した場合

旅行変更費用
（中途帰国費用のみ）
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【 加入手続き 】

①「海外旅行保険申込書」に必要事項を記載し、7月2日までに

　　商学部事務室宛ご提出ください。

　※他の補償内容をご希望の方は、商学部事務室へお問い合わせください。

【被保険者証の配布方法】　

  ご自宅に郵送いたします。

３．海外旅行保険の加入手続き方法

海外旅行保険申込書の提出の

締切は   7月 2日(月) です。
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４．海外旅行保険プラン表

傷害死亡

傷害後遺障害

疾病死亡

治療救援費用

賠償責任

携行品損害

航空機寄託手荷物
遅延

航空機遅延費用

旅行変更費用
（中途帰国費用）

8/11～8/25
（15日間）

（注）  保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合の概要に

　　  　ついては、被保険者証同封の「海外旅行あんしんガイドブック」をご確認ください。

補償プラン

NO19-017

補
償
項
目

1,000万円

1,000万円

1,000万円

3,000万円

1億円

10万円

10万円

2万円

20万円

4,610円
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 特にココに気をつけたい！　

＜ご注意＞保険金のお支払とならない主な場合

　＊虫歯(歯科疾病)は対象になりません。
　＊出発前に発病した病気(既往症)は対象となりません。
　　既往症がある方は別途ご相談ください。
　＊職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任は対象となりません。
　＊車両の所有・使用管理に起因する賠償責任(加害者側の場合)は対象となりません。
  　 (交通事故によるケガは対象となります。)
　＊無免許・酒酔状態での運転による事故は、ケガの場合でもお支払の対象となりませ
    ん。
　＊けんかによるケガは対象となりません。

  ＊虫歯がある人は、出発前に必ず治療を！
　＊持病のある人は、現地で発病した場合に備え、「英文診断書」があると便利！
　　主治医に依頼し、英文診断書を作成してもらうと、万が一の際に役立ちます。

５．留学生トータルサポートサービスの内容

（１）東京海上日動火災保険(株)のグループ会社であるインターナショナルアシスタンス社
　　（以下、INTAC）、東京海上日動メディカルサービス社（以下、TMS）によって、
　　「24時間365日体制」で「東京での一元受付」を実施いたします。
（２）海外旅行保険契約証をお手元にご用意の上、お電話し、
　　 『明治大学の○○（お名前）ですが・・・』とお申出下さい。
（３）病気・怪我・盗難の際に「よろずお困り事の相談」、海外での健康・体調面の相談に
　　　対応します。
（４）有事の際、ご家族の方が日本国内からご相談することも可能です。

※お問い合わせいただいた内容やサポートデスクでの対応状況等は大学に報告されます。
※利用方法については、【別紙２】の「海外危機管理サポートデスクカード・海外健康電話
　  相談サービスカードの利用方法」を確認して下さい。
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６．海外でもしも事故にあった場合
「海外危機管理サポートデスクカード」に記載の電話番号まで連絡してください。

担当者が日本語・英語で各種相談に応じます（24時間365日対応）

有事の際、ご家族の方が日本からご相談いただくことも可能です。

７．お問合せ先

【保険内容に関するお問い合わせ先】

　■取扱代理店　：株式会社 明大サポート （保険事業課）

　　　　　　　　　〒101-8301　千代田区神田駿河台1-1 明治大学大学会館地下1階

　　　　　　　　　 TEL ０３－５２８０－１５０４　　FAX ０３－５２８０－１５０５

　　　　　　　　　（営業時間：平日　０９：００～１７：００）

　　　 　mail：hoken@meidai-support.com
　■引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社　公務第二部 文教公務室

　　　　　　　　　〒102-8014　千代田区三番町６－４

　　　　　　　　　 TEL ０３－３５１５－４１３３　　FAX ０３－３５１５－４１３２

　　　　　　　　　（営業時間：平日　９：００～１７：００）

本研修が皆様にとって一生の思い出となる楽しく充実したものとなることを、
心より祈っております。

＜連絡先＞
海外危機管理サポートデスク（INTAC） ：０３－３５７２－８６０１

海外健康電話相談サービス（TMS） ：０３－３５７２－８６８７
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明大サポート　御中

申込日

学籍番号

学部 学科 年(出発時)

フリガナ めいじ　　たろう 性別

氏名(漢字) 明治　太郎 男 ・ 女

(ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと同じ表記で) 姓 名

M E I J I T A R O
生年月日 西暦0000 年  00 月  00 日 年齢　　　    　 20 歳(出発時)

住所：〒　101-8301 自宅TEL：03-1234-5678 携帯TEL：０９０－０００－００Ⅹ０

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：　　　　　　　　　　　　　　                            ＠ ○○○.jp

2019 年 8 月 11 日（出発日）　から

2019 年 8 月 25 日（帰国日）まで（ 15 日間）

緊急時連絡先 住所：

住所・氏名(漢字) 氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治　一郎 連絡先TEL： 048-1234-5678

(国名)　　　　　　　　　　　　　　　　(大学名)

円

以上

【個人情報の取扱について】

 【ご注意点】

 ※「お振込み」の方は、研修費の振込先とは異なりますので、くれぐれもご注意ください。

【被保険者証の配布方法】　

以下、取扱代理店使用欄

 　　 【保険料受領印】　  【申込書受領印】

上記の内容で、申込書手続きを受付けました。

　株式会社明大サポート

海外旅行保険申込書

○○○年　　　月　　　日（本申込書の提出日）

●●●●●●●

氏名(ﾛｰﾏ字)

連絡先
（現住所）
被保険者証は

こちらに郵送いたします。

夏期海外研修参加時の海外旅行保険につき、下記内容で加入申込みを致します。

学部・学科・学年

千代田区神田駿河台○－○○－○○

●▲●●◆▲

  ご自宅に郵送いたします。

4,610

香港/台湾

　本申込書に記載された個人情報は、包括保険契約の申込みおよび事故時の対応の目的のために、東京海上日動代理店(株)明大サポートおよび東京海上日
動火災保険㈱に提供いたします。なお、個人情報の取扱については(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp)をご参照ください。

保険料

東京海上日動火災保険株式会社保険会社

保険期間

補償プラン
（Ｐ５参照）

海外旅行保険申込書の提出の
締切は   7月 2日(月) です。

P.5参照

　補足：保険期間の開始日は「日本出発日」となります。
　　　　保険期間は、ご出発の当日を含めて数えます。
　　　　例えば、「8月1日に出発し  8月15日に帰国」の場合は、保険期間は「15日」となります。

派遣先(国・大学名)

埼玉県●●市◆◆　●ー●

（Ｐ５参照）

署名もしくは記名・捺印

※振込の場合は上記「入金日」

の記入を確認し、斜線。

記入例

別紙１



明大サポート　御中
NO19-017

申込日

学籍番号

学部 学科 年(出発時)

フリガナ 性別

氏名(漢字) 男 ・ 女

(ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと同じ表記で) 姓 名

生年月日 西暦 　　　 年  　  月　 　 日 年齢 　　　    　 歳(出発時)

住所：〒　 自宅TEL： 携帯TEL：

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：　　　　　　　　　　　　　　                            ＠

2019 年 8 月 11 日（出発日）　から

2019 年 8 月 25 日（帰国日）まで（ 15 日間）

緊急時連絡先 住所：

住所・氏名(漢字) 氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先TEL：

(国名)　　　　　　　　　　　　　　　　(大学名)

円

以上

【個人情報の取扱について】

 【ご注意点】

 ※「お振込み」の方は、研修費の振込先とは異なりますので、くれぐれもご注意ください。

【被保険者証の配布方法】　
  ご自宅に郵送いたします。

以下、取扱代理店使用欄

 　　 【保険料受領印】　  【申込書受領印】

上記の内容で、申込書手続きを受付けました。

　株式会社明大サポート
代理店確認欄
英文付保証明　　要　
（　　月　　　日までに）　

P.5参照

海外旅行保険申込書の提出の
締切は   7月 2日(月) です。

4,610

　本申込書に記載された個人情報は、包括保険契約の申込みおよび事故時の対応の目的のために、東京海上日動代理店(株)明大サポートおよび東京海上
日動火災保険㈱に提供いたします。なお、個人情報の取扱については(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp)をご参照ください。

保険料

保険期間
　補足：保険期間の開始日は「日本出発日」となります。
　　　　保険期間は、ご出発の当日を含めて数えます。
　　　　例えば、「8月1日に出発し  8月15日に帰国」の場合は、保険期間は「15日」となります。

派遣先(国・大学名) 香港/台湾

保険会社 東京海上日動火災保険株式会社

補償プラン
（Ｐ５参照）

連絡先
（現住所）
被保険者証は

こちらに郵送いたします。

海外旅行保険申込書
海外旅行保険につき、下記内容で加入申込みを致します。

　　　　年　　　月　　　日（本申込書の提出日）

学部・学科・学年

氏名(ﾛｰﾏ字)

（Ｐ５参照）

署名もしくは記名・捺印

※振込の場合は上記「入金日」

の記入を確認し、斜線。
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