2022 年 6 月

【off!（オフ）】企業パッケージにご加入のお客さまへ
このたびは損保ジャパンの【off!（オフ）】企業パッケージにご
加入いただきましてありがとうございます。
この海外サービスガイドには、出張先でのケガ・病気その他の
トラブル等の際に、さまざまな支援を行うサービスのご利用方
法や、保険金のご請求手続き等の内容を掲載しております。

●覚書き
お名前
NAME
性別
SEX

年齢
AGE
パスポート番号
PASSPORT No.

保険証券番号
CERTIFICATE No.

血液型
BLOOD TYPE

目

次

1. 事故で困ったとき、まずご覧ください。
2. ケガ・病気になったとき
◦海外メディカルヘルプラインの連絡先 
◦医療アシスタンスサービスメニュー 
◦キャッシュレス治療サービス
キャッシュレス治療サービスとは 
キャッシュレス治療サービスのご利用方法 
医療アシスタンスサービス／キャッシュレス治療サービス
ご利用上の注意事項 

3. ケガ・病気以外のトラブルは（盗難・賠償事故など）
◦海外ホットラインの連絡先 

ページ

2
4
7
8
8
9

10

11
4. 耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター  12
13
5. 海外での電話のかけ方 
6. ケガ・病気に関する英会話・英単語
◦ケガ・病気に関する簡単な英会話例 
18
◦ケガ・病気に関する簡単な用語集 
19
◦人体部位の用語 
22
◦診断書等の作成依頼文例（英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語）  23
7. 保険金ご請求の手続き
◦ケガ・病気の場合 
24
◦携行品の盗難・破損事故の場合 
24
◦航空機遅延費用・航空機寄託手荷物遅延等費用事故の場合 
24
◦その他の事故の場合 
24
◦ご連絡先 
25
◦ご請求に必要な書類 
26
◦携行品キャッシュレス・リペアサービス 
27
28
8. 海外クレームエージェントリスト 
30
9. 事故以外のご相談 
◦保険事故相談サービスメニュー 

－1－

1. 事故で困ったとき、まずご覧ください。
ケガ・病気になったとき

◇キャッシュレスで治療を受けたい。
◇病院の予約・医師の手配をしてほしい。
◇治療費は自分で支払う。
◇自分で病院に行ける。
◇宿泊施設のフロント等で医師の手配をして
もらえる。

携行品の事故

◇携行品の盗難・破損

◇航空会社に預けた携行品の破損・盗難

海外メディカル
◇治療費をお立て
◇診断書・治療費
（盗難事故）
◇直ちに警察に連
（破損事故）
◇第三者の証明書
◇破損状態を写真
◇修理された場合は、
◇航空会社から事

◇その他の携行品の事故

航空機遅延
航空機寄託手荷物遅延

◇航空会社に預けた手荷物の目的地への
6時間超の到着遅延
◇搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延
◇搭乗予定航空機の欠航・運休・搭乗予約
受付業務の不備による搭乗不能（※）
◇搭乗した航空機の着陸地変更（※）
◇搭乗した航空機の遅延による乗継予定
航空機への搭乗不能（※）

◇航空会社から証
◇現地で支出した

賠償事故

（※）６時間以内に代替機を利用できない場合にかぎります。
◇誤って他人のものを壊した。
◇誤って他人にケガをさせた。

海外ホットラインへ連絡
◇その他海外にて不明な点
◇その他の海外での事故
（注）
保険期間の延長・短縮等につきましては、
保険契約者のご担当窓口にご連絡ください。
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ヘルプラインへ連絡

海外でのご相談
替えください。
領収書・薬代領収書等をお取付けください。

絡し、
盗難証明書をお取付けください。

病院に行く前に、
「海 外メディカル
ヘ ル プ ラ イ ン」
（P.4 ～ P.9）まで
ご連絡ください。

をお取付けください。
にお撮りください。
見積書または修理代領収書をお取付けください。
故証明書をお取付けください。

帰国後のご請求
「海 外 ホットライ
ン」
（P. 2 5）までご
連絡ください。

明書をお取付けください。
費用の領収書をお取付けください。

海外でのご相談
事故発生後、速やかに、対処方法・取付必要書
類・請求方法等について、
「海外ホットライン」
（P. 10 ～P.11）
までご連絡ください。

海外での電話のかけ方については、P.13〜P.16をご覧ください。
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2. ケガ・病気になったとき

海外メディカルヘルプラインの連絡先
日本語対応・24時間
ケガ・病 気でお困りのとき、渡 航 者カードをお手 元にご用 意 のうえお
電話ください。
（注１）電話機の種類や各国の電話事情等により無料電話がご利用にな
れない場合があります。詳しくは「電話ご利用上の注意点」をご確
認ください。
（注２）携帯会社、機種によって日本の国番号（81）が電話番号の冒頭に
自動追加され、下表の電話番号以外にかかってしまう場合がありま
す。携帯電話でお電話の際には、おかけいただいている電話番号を
ご確認ください。
（注３）耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターにつき
ましては、P.12をご覧ください。
お客さまの滞在地
アメリカ本土・ハワイ・
アラスカ・カナダ
メキシコ
北米・
ブラジル
中南米・
ハワイ
無料電話がご利用に アメリカ・カナダから

電話番号

センター

1800-233-2203

（無料電話）

800-099-0667
0800-891-6640
（１）804-673-1144

（無料電話）
（無料電話）

アメリカ
センター

なれない場合や上記 上記以外の国・
（１）804-822-3747
以外の国・地域から 地域から

中国

中国（香港・マカオを除く）800-810-9784
（無料電話）
香港
800-968-845
（無料電話）
マカオ
080-0382
（無料電話）
無料電話がご利用 中国大陸から 010-8592-7117
になれない場合
香港・マカオから （86）-10-8592-7100
台湾
シンガポール
マレーシア

00801-65-1166
1800-3041756
1800-80-1013

無料電話がご利用にな シンガポール 6535-5554
国内から
れない場合や上記以
シンガポール
外の国・地域から
国外から （65）6535-5554

グアム
韓国
サイパン インドネシア
オセアニア フィリピン
アジア
タイ
ベトナム
グアム・サイパン
オーストラリア
ニュージーランド

00798-651-7029
001-803-65-7187
1800-1-651-0065
1800-600-234
12065143
1877-232-0747
1800-553-152
0800-44-9345
無料電話がご利用 タイ国内から 02-204-4510
になれない場合
タイ国外から （66）2-204-4510

＊ミャンマー・カンボジア・ラオスはタイセンターまでご連絡ください。
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中国
センター

（無料電話）
（無料電話）
（無料電話） シンガポール
センター

（無料電話）
（無料電話）
（無料電話）
（無料電話）
（無料電話）
タイセンター
（無料電話）
（無料電話）
（無料電話）

お客さまの滞在地
電話番号
アイスランド
800-9431
（無料電話）
アイルランド
1800-992-552
（無料電話）
アラブ首長国連邦
8000-914-0022
（無料電話）
イギリス
0800-068-3724
（無料電話）
イスラエル
1-80-92-13822
（無料電話）
イタリア
800-986-331
（無料電話）
オーストリア
0800-006-644
（無料電話）
オランダ
0800-020-1307
（無料電話）
ギリシャ（固定電話のみ） 00-800-126-107
（無料電話）
スイス
0800-775-008
（無料電話）
スウェーデン
020-088-3901
（無料電話）
スペイン
800-8-100-88
（無料電話）
欧州
デンマーク
8070-5437
（無料電話）
アフリカ ドイツ
0800-589-3737
（無料電話）
中近東
トルコ（固定電話専用） 0811-213-0136
（無料電話）
ロシア
トルコ（携帯電話専用） 0812-213-0035
（無料電話）
ノルウェー
8005-6268
（無料電話）
ハンガリー
06-800-188-92
（無料電話）
フランス
0805-119-520
（無料電話）
ベルギー
0800-77630
（無料電話）
ポルトガル
800-855-769
（無料電話）
南アフリカ
0800-014-960
（無料電話）
（無料電話）
ルクセンブルク（固定電話のみ） 8002-7477
ロシア
810-800-2608-2044 （無料電話）
無 料 電 話がご利
用 になれない場
合や上記以外の
国・地域から

各センター 海外から
に連絡が取
れない場合 日本国内から

センター

イギリス
センター

イギリス
国 内 か ら 020-7282-4348
イギリス
国 外 か ら (44)20-7282-4348

（81）3-3811-8127
03-3811-8127

東京
センター

●電話ご利用上の注意点（P.13〜P．
16もご覧ください。）
＊
（
）内は国番号です。無料電話利用時には、国番号が不要です。
＊無料電話は、公衆電話・携帯電話からご利用になれない場合があります。その場合
は「無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国・地域から」に記載の電話
番号へコレクトコールでおかけいただくか、
「折り返し電話」するよう各センターにお
申し付けください（コレクトコールのかけ方はP.14〜P．
15）。
＊
「無料電話」の表示がない電話番号は「ダイヤル直通電話（有料）」となりますので、
コレクトコールでおかけいただくか、
「折り返し電話」するよう各センターにお申し付
けください（ダイヤル直通電話（有料）のかけ方はP.15）。
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2. ケガ・病気になったとき
＊無料電話やコレクトコールをご利用になれない場合の電話料金はお客さま負担と
なります。
＊地域によっては国内通話料相当額が必要になる場合があります。
＊宿泊施設内電話の利用料や、携帯電話の種類により受信の際に利用料が発生する
場合は、お客さま負担となります。
＊各国での電話事情等により電話がかかりにくい場合は、
「海外メディカルヘルプライ
ン東京センター（上記）」または他のセンター（無料電話以外の電話番号）におか
けいただくか、
「海外ホットライン（P.10）」のお客さまのいらっしゃる地域の電話番
号へお問い合わせください。
＊お電話をいただいた時間帯や状況によっては、他のセンターへ電話が転送さ
れる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
＊各電話番号については最新のものを掲載していますが、現地電話制度の事情等に
より急な変更が生じることがあります。
サービス内容・ご利用上の注意点等の詳細につきましては、P．
7〜P．
9をご覧ください。
ケガ・病気以外の事故相談の場合はP．
10〜P．
11をご覧ください。
（注）
「海外メディカルヘルプライン」は、
「日本エマージェンシーアシスタンス株式会社」との
提携により運営されています。
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医療アシスタンスサービスメニュー
サービスの内容
キャッシュレス治療の手配

◦キャッシュレス治療が可能な病院をご利用いただく場合、病院への支払保証の
ご連絡をします。
◦すでに病院等に収容されている場合、病院側へキャッシュレス治療提供の交渉
をします。

病院／医師の紹介・予約

◦病状、滞在地、診察希望時間帯にあわせ、病院／医師を紹介・予約します。
◦宿泊施設滞在中で緊急の場合、宿泊施設のフロントと連絡をとり、往診手配・
救急車手配をします。

医療通訳サービス

◦ケガや病気で医師の治療を受けられる場合、必要に応じて、電話による医
療通訳サービスを提供します。

治療経過管理

◦通院受診後のお客さまの回復状況をチェック・治療内容確認・フォローします。
◦入 院の場合、適切な治療がなされているかを主治医と定期的にコンタクトし
チェックします。

ご家族等の救援者へのサポート

◦３日以上続けて入院された場合、病院へ駆けつけるご家族の渡航のお手伝いを
します。

緊急移送手配

◦事故現場への救急車・救急ヘリ・緊急医療チームの派遣手配をします。
◦チャーター機・付き添い医師／看護師の手配をします。
◦移送先となる最寄り先進国における受け入れ病院の手配をします。

退院後の帰国手配

◦帰国便の手配をします。日本の病院へ転院の場合、航空会社への患者搭乗手
続きをします。
◦主治医の指示に基づく付き添い医師／看護師の手配をします。

遺体送還手配

◦ご遺体の現地火葬手配をします。
◦ご遺体の日本への送還手配をします。
（注１）特
 約をセットされていない等、ご契約内容により、ご提供できるサービスがかぎられ
る場合があります。
（注２）各
 国の政治情勢、
医療設備の整っていない地域、
事故受付時間帯、
事故場所、
電話
事情等によっては、
サービスが提供できない、
または、
時間がかかる場合があります。
（注３）耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターにつきましては、P.12
をご覧ください。
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2. ケガ・病気になったとき

キャッシュレス治療サービス
キャッシュレス治療サービスとは
お客さまが治療費をお支払いする必要がないキャッシュレス治療が可能な病院をご紹介
します。この場合、治療費はご紹介する病院へ保険金としてお支払いしますので、現金払
いは不要です。ご利用方法やご利用上の注意事項をご確認ください。

キャッシュレス治療サービスのご利用方法
海外メディカルヘルプライン・キャッシュレス治療が可能な病院をご利用の場合、治療費は
ご契約の範囲内で損保ジャパンから病院へ保険金としてお支払いします。手続きは次のと
おりです。

海外メディカルヘルプラインへお電話ください。
◦お手元の渡航者カードの内容を確認させていただきます。
◦キャッシュレス治療が可能な病院の紹介・予約手配いたします。

▼
対応窓口病院で渡航者カード等を提示

▼
損保ジャパン所定または病院備え付けの
保険金請求書に必要事項を記入

▼
これでOK!

医師の診察をお受けください。

（注１）病院によっては診察後に処方箋が出され、別途薬局で薬の購入が必要な場合があ
りますので、その際はいったんお支払いいただき帰国後に損保ジャパンへご請求く
ださい。
（注２）キャッシュレス治療手配にもかかわらず、病院から治療費の請求があった場合は、
海外メディカルヘルプラインへご連絡ください。
（注３）渡航者カードのコピー・保険金請求書・診断書を、海外メディカルヘルプラインへ郵
送・メールまたはFAX送信いただく場合がありますのでご了承ください。
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医療アシスタンスサービス／キャッシュレス治療サービス
ご利用上の注意事項
1. 渡 航者カードをお持ちでない場合は、海外メディカルヘルプラインでの
サービスをご提供できない場合があります。
2. 各国の医療設備の整っていない地域、事故受付時間帯、事故場所、電話
事情等によっては、サービスが提供できない、
または、時間がかかる場合
があります。
3. 戦
 争等危険地域、
電話・交通手段の確保が困難な地域、
金融事情が不安
定なために必要な費用決済が困難な地域等ではサービスの提供をお断
りする場合がありますのであらかじめご了承ください。
4. ご契約いただいた保険内容により、
ご提供できるサービスがかぎられる
場合があります。
5. 保 険金のお支払い対象とならないケガ・病気の場合にはサービスのお
取扱いができません。
6. 保 険金のお支払い対象となるケガ・病気であっても、キャッシュレス治
療サービスのお取扱いができないことがあります。その場合はいったん
お支払いのうえ 、
帰国後海外ホットライン（Ｐ.25）へご請求ください。
＜サービスのお取扱いができない主な場合＞
◦医師の処方箋で別途購入する薬代
◦緊急手配された救急車代
◦事前に海外メディカルヘルプラインへご連絡がない場合
◦保 険のお支払い対象となるケガまたは病気であることが確認でき
ない場合
◦滞在先、
時間帯、
病院・医師の事情による場合
など
7. 保
 険金額を超える部分についてはお客さまのご負担となり、
キャッシュレ
ス治療のお取扱いもできません。
8. 治
 療費が少額の場合、
病院・医師によっては、
その場でお客さまによ
るお支払いを求められる場合があります。
その場合は治療費をいっ
たんお支払いのうえ、帰国後海外ホットライン（Ｐ.25）へご連絡くださ
い。
9. キャッシュレス治療の後で保険の対象とならないことが判明した場合
は、
後日、
海外メディカルヘルプラインもしくは直接病院からお客さまへ
治療費をご請求させていただきます。
10.日本国内での医療アシスタンスサービスはありません。
11.海外メディカルヘルプラインとお客さまとの間のご連絡方法は、
原則、
電
話・メール・FAXとなります。
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3. ケガ・病気以外のトラブルは（盗難・賠償事故など）

海外ホットラインの連絡先
日本語対応・24時間
ケガ・病気以外の事故でお困りのとき、保険契約証等をお手元にご用
意のうえお電話ください。
（注１）電話機の種類や各国の電話事情等により無料電話がご利用に
なれない場合があります。詳しくは「電話ご利用上の注意点」を
ご確認ください。
（注２）携帯会社、機種によって日本の国番号（81）が電話番号の冒頭
に自動追加され、下表の電話番号以外にかかってしまう場合が
あります。携帯電話でお電話の際には、おかけいただいている
電話番号をご確認ください。
（注３）耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターに
つきましては、P.12をご覧ください。
お客さまの滞在地

電話番号（無料電話）

お客さまの滞在地

アジア
オセア
ニア

アルゼンチン
ウルグアイ
カナダ
コロンビア
ブラジル
ペルー
メキシコ
中国（北部）
中国（南部）
香港
台湾
韓国
シンガポール
スリランカ
インド
インドネシア
タイ
フィリピン
マレーシア
オーストラリア
ニュージーランド

0800-666-0776
0004-019-0423
1-877-791-2153
018005-18-1439
0800-892-3134
0800-54-435
001-800-514-6611
10800-813-2780
10800-481-2963
800-905-113
00801-814649
00798-817-1698
800-810-2352
011-2422-215
000-800-1007-803
001-803-00811-301
001-800-814-5140
1-800-1-816-0278
1-800-81-5066
1-800-783-025
0800-885-053

※中国北部・・・華北地区（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、黒龍江省）
中国南部・
・
・上記以外（上海市、重慶市等）

ヨーロッパ・アフリカ・中近東・ロシア

北米・中南米・
ハワイ・グアム・サイパン

アメリカ本土・
アラスカ・
1-877-826-6108
ハワイ・グアム・
サイパン

アイスランド
アイルランド
アラブ首長国連邦
イギリス
イスラエル
イタリア
オーストリア
オランダ
ギリシャ
スイス
スウェーデン
スペイン
チェコ
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
ハンガリー
フランス
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
南アフリカ
モナコ
ルクセンブルク
ロシア

電話番号（無料電話）
800-9654
1-800-948312
800-0-813-0041
0808-234-3825
1-80-94-56612
800-789641
0800-296-193
0800-022-8238
00-800-161-2206-6612
0800-552-739
020-79-7908
900-9-581-69
800-700-974
8088-6979
0800-1810567
8001-6294
06-800-190-45
0800-915-245
0800-77322
0-0-800-8113-247
800-827-644
0-800-983-167
800-93-693
8002-7151
810-800-2053-4081

上記無料電話がご利用になれない
（81）18-888-9547
場合や上記以外の国または地域から
0120-08-1572
日本国内から
018-888-9547
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●電話ご利用上の注意点

＊滞在の国・地域によっては無料電話に対応していない公衆電話や、接続の際に国内通
話料相当額が必要とされる場合があるほか、電話機種や回線事情によりご利用になれ
ない場合や、ホテル等客室内の電話からおかけの際、サービス料や利用料がかかる場合
もありますので、ご利用時には現地でご確認ください。また、
日本国内から海外ローミン
グやレンタル等した携帯電話から無料電話にご連絡された場合、滞在国内通話料相当
額がかかりますのでご注意ください。この場合の通話料及びサービス料・利用料はお客
様負担となりますのであらかじめご了承ください。
＊左記の無料電話がご利用になれない場合は、
「無料電話がご利用になれない場合や上
記以外の国・地域から」に記載の電話番号へコレクトコールでおかけください（コレクト
コールのかけ方はP.14〜P.15）。
＊各国での電話事情等により電話がかかりにくい場合は、
「海外メディカルヘルプライン
（P.4〜P.5）」のお客さまのいらっしゃる地域の電話番号へお問い合わせください。
＊電話番号は最新のものを掲載していますが、事務所移転、現地電話番号体系の変更等
やむを得ない事情により急な変更が生じることがありますのであらかじめご了承くださ
い。
サービス内容・ご利用上の注意点等の詳細につきましては、下記をご覧ください。
ケガ・病気の場合はP．
4〜P．
9をご覧ください。

保険事故相談サービスメニュー
サービスの内容

携行品の盗難・破損事故

盗難事故の警察等への届出のアドバイスや、
必要書類についてご案内します。

賠償責任事故

賠償事故を起こされた場合、先方との示談交渉に関するアドバイスや、必要書
類についてご案内します。

保険契約内容の確認

保険契約証の見方のご説明や、
保険金額がいくらついているのかわからないと
いう場合、
契約内容の確認をします。

保険金請求方法案内

保険金請求に関するさまざまなご相談や必要書類についてご案内します。
（注１）特約をセットされていない等、ご契約内容により、ご提供できるサービスがかぎられる場合
があります。
（注２）帰国後にあらためてご請求いただく場合、再度事故内容をお伺いさせていただく場合があり
ますのであらかじめご了承ください。
（注３）日本オフィスでは請求書類の受付は行っていません。
（注４）
「海外ホットライン」は「株式会社プレステージ・グローバルソリューション」との提携により
運営されています。
（注５）耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターにつきましては、P.12をご覧くだ
さい。
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4. 耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター

耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターとは
テレビ電話を利用した、
プラスヴォイス社提供の電話リレーサービスによる事故等の
ご連絡を承っております。テレビ電話による手話または画面越しでの筆談でご依頼く
ださい。
（年中無休で日本時間の午前８時から午後９時までご利用可能です。）
詳細は損保ジャパン公式ＷＥＢサイトを確認してください。
ＵＲＬ https://www.sompo-japan.co.jp/covenanter/acontact/travel/

ご利用上の注意事項
１．
耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターは、
「海外メディカルヘ
ルプライン」と「海外ホットライン」への連絡時にご利用いただけます。具体的な
サービスの内容はP.7とP.11をご覧ください。
２．
耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターを通じたサービスは、
事故のご連絡時のみのご提供となります。その後、引き続きご案内が必要となった
ときはメール等でのご連絡となります。
３．
特約をセットされていない等、
ご契約内容により、
ご提供できるサービスがかぎられ
る場合があります。
４．
各国の政治情勢、医療設備の整っていない地域、事故受付時間帯、事故場所、電
話事情等によっては、サービスが提供できない、
または時間がかかる場合がありま
す。
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5. 海外での電話のかけ方

ご連絡いただく内容
①お名前
②契約証番号
③日本ご出国日・保険期間
④ご契約の内容（補償種類・保険金額）
⑤現地連絡先と電話番号
⑥ケガの状態、
病気の症状、
事故の内容等
⑦その他、
状況に応じて確認させていただく事項

ご連絡方法
ケガ・病気の場合は、海外メディカルヘルプライン（P.4〜P.5）、その他のトラブル等
については、海外ホットライン（P.10〜P.11）へご連絡ください。

無料電話のかけ方
P.4〜P.5、P.10〜P.11に記載の無料電話をご利用の場合の注意点は次のとおりで
す。
①宿泊施設の客室内からおかけの場合、電話機または客室利用案内書などに表示・
記載されている「外線発信番号（一般的に番号は1桁で7または9が多い）」をご確
認ください。
次に、確認された外線発信番号に続き、無料電話の番号をダイヤルしてください。
なお、宿泊施設の客室内の電話をご利用の際は、宿泊施設からサービス料が請求
される場合がありますが、その費用はお客さまのご負担となります。
②公衆電話からおかけの場合、無料電話がご利用になれない機種がありますので、
そ
れぞれの電話機の注意書きをご確認ください。機種により、最低料金の通貨コイ
ン1枚が必要となり通話後にコインが戻る方式があります。
③レンタル携帯電話からおかけの場合、無料電話がご利用になれない機種や、利用
可能であっても利用料が課徴される機種がありますので、
レンタル契約内容・説明
書をご確認ください。
また、海外現地で契約された携帯電話や、
日本国内でご利用の携帯電話を海外利
用される場合も同様ですので、携帯電話会社の利用説明書にてご確認ください。
なお、無料電話をご利用になった際に、別途携帯電話利用料がレンタル会社や携
帯電話会社より請求される場合は、その費用はお客さまのご負担となります。
④無料電話がご利用になれない場合や、無料電話の設置がない国からは、
「上記以
外の地域」に記載の電話番号、
もしくは、海外ホットライン日本オフィス（P.10）へ
コレクトコールでおかけください。コレクトコールご利用方法および注意点について
はP.14〜P.16をご覧ください。
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5. 海外での電話のかけ方

コレクトコール（料金受信人払い方式）のかけ方
①電話を受ける側が料金を負担する方式です。ご利用にあたっては宿泊施設のフロ
ントにお申し出いただくか、現地の電話交換手呼出番号をダイヤルし電話局の電
話交換手を呼び出した上、下記の要領でお申込みいただきます。
国内コレクトコール……電話交換手におかけになりたい都市名と電話番号をお申
し出ください。
国際コレクトコール……電 話交換手におかけになりたい国名・都市名と電話番号
をお申し出ください。
②電話交換手は、現地語または英語を話します。
③地域・電話機の種類・宿泊施設によっては、
コレクトコールが利用できない、
もしくは、
利用可能であっても利用料が必要となる場合があります。なお、その費用はお客さ
まのご負担となります。
④コレクトコールが利用できない場合は、ダイヤル直通（有料）にてお電話ください。
ダイヤル直通（有料）電話のご利用方法および注意点についてはP.15〜P.16を
ご覧ください。

☆コレクトコールを申し込む例

（鈴木太郎さんがタイ・センターにコレクトコールを申し込んでいるところ）

Operator:This is the overseas
operator.
Suzuki:Iwanttomakealongdistance
collectcalltoThailand.
O :Whatnumberareyoucalling?
S :I'mcalling02-302-6535Bangkok.
O :Bangkok02-302-6535?
S :Yes.
O: May I have your name and
telephonenumber?
S :ThisisMr.TaroSuzukiatGuam
123-4567.
O :Mr.Suzuki.Whowouldyoulike
totalkto?
S : I'd like to talk toKaigaiMedical
HelpLine.
O :Allright.We'llcallyouback.Will
youhangupandwait,please?
S :Thankyou.
電話を切って少し待てば、電話交換手が
呼びかえしてくれる。

交換手：国際電話局です。
鈴木：タイへコレクトコールをお願いしま
（※1）
す。
交換手：何番をお呼びですか。
鈴木：バンコク02-302-6535です。
交換手：バンコク02-302-6535ですね。
鈴木：はい。
交換手：あなたのお名前とお電話番号を
どうぞ。
鈴木：グ ア ム 123-4567 の 鈴 木 太 郎
です。
交換手：鈴木さんですね。相手の方のお
名前をどうぞ。
鈴木：海外メディカルヘルプラインと話し
たいのですが。
交換手：わかりました。お呼びかえししま
す。お切りになってお待ちくださ
（※2）
い。
鈴木：ありがとう。

－14－

S :Hello.
O: This is an overseas telephone
operator.IsthisGuam123-4567?
S : Yes. it is. This is Mr. Suzuki
speaking.
O:Willyouholdtheline,please?
電話交換手は、相手の料金支払いの承
諾をえたのち、つないでくれる。
O: Thank you for waiting. Kaigai
MedicalHelpLineisontheline.
Goahead,please.

鈴木：もしもし。
交換手：国 際 電 話 局です。グアム123-
4567ですか。
鈴木：はい、
そうです。鈴木ですが。
交換手：そのままでお待ちください。

交換手：お 待たせいたしました。海 外メ
ディカルヘルプラインがお出にな
りました。どうぞお話しください。

（※1）最
 初の交換手から国際電話の電話交換手につなぐ場合があります。その時はもう
一度最初から言ってください。
（※2）公
 衆電話の場合や、地域によっては電話交換手が電話をきらずにそのままつなげる
場合もあります。

ダイヤル直通電話 （有料）
通常の通話方式のことで電話をかける側が料金を負担する方式です。
「有料電話でかけている」ことと「折り返し先の電話番号」をお申し出いただければ、
各センター・オフィスよりおかけ直しいたします。
◦国内ダイヤル直通
同じ国内でダイヤル通話をする方式で、
日本で普段使用されているように、
コイン
を入れてダイヤルしていただければ通話できます。
（注）地域によってはダイヤルして電話がつながってからコインを入れる場合もありま
す。
◦国際ダイヤル直通
2つの国にまたがってダイヤル通話をする方式で、以下のようにダイヤルしてくだ
さい。

（発信地の国際電話識別番号）
＋
（相手の国番号）
＋
（電話番号）
例1. 台湾から＜海外メディカルヘルプライン＞シンガポールセンターへ電話する
場合
002-65-6535-5554でつながります。

例2. 電話番号のはじめ（市外局番）に0がつく場合、国番号に続けて最初の0を
除いた番号をダイヤルしてください。
アメリカから＜海外ホットライン＞日本オフィスへ電話する場合

011-81-18-888-9547
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5. 海外での電話のかけ方

電話ご利用上のその他の注意点
①無料電話やコレクトコールをご利用になれない場合の電話料金はお客さまのご負
担となります。
②携帯会社、機種によって日本の国番号（81）が電話番号の冒頭に自動追加され、
各センター、各オフィスの電話番号以外にかかってしまう場合があります。携帯電
話でお電話の際には、
おかけいただいている電話番号をご確認ください。
③各国・地域の電話事情等により電話がかかりにくい場合がありますのでご了承くだ
さい。
④P.4〜P.5、P.10〜P.11には最新の電話番号を記載していますが、現地電話制度
の事情等により急な変更が生じる場合があります。
⑤電話がかからない場合は、海外ホットライン日本オフィス（P.10）または他の海外メ
ディカルヘルプライン、海外ホットラインの電話番号にお問い合わせください。
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Memo
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6. ケガ・病気に関する英会話・英単語

ケガ・病気に関する簡単な英会話例
□の中にチェック（レ印）をして、
医師に提示して症状を伝えてください。
1.医者を呼んでください。
2.病院へ連れて行ってください。
3.気分が悪い。
4.おなかが痛い。
5.あたまが痛い。
6.歯が痛い。
7.熱がある。
8.目まいがする。
9.寒気がする。
10.かぜをひいた。
11.下痢をした。
12.飲みすぎた。
13.しくしく痛い。
14.さしこむように痛い。
15.貧血気味です。
16.どこが悪いのでしょうか？
17.相変わらずなおりません。
18.たいへんよくなりました。
19.少しよくなりました。
20.わたしは心臓が悪いのです。
21.わたしはアレルギー症です。
22.月経が始まっています。
23.妊娠しています。
24.かかりつけの医師からもらった薬を
持っています。
25.ホテルＡに滞在しています。
26.ホテルＡに電話してください。
27.いつまで寝ていなければならないの
でしょうか？
28.予 定通り旅行を続けてもよいでしょ
うか？
29.飛行機はさしつかえありませんか？

□Pleasecalladoctor.
□Pleasetakemetothehospital.
□I’
mnotfeelingwell.
□Ihaveastomachache.
□Ihaveaheadache.
□Ihaveatoothache.
□Ihaveafever.
□Ifeeldizzy.
□Ihavechills.
□Ihavecaughtacold.
□Ihaveloosebowels.
□Idranktoomuch.
□Ihaveacrampypain.
□Ihaveasharppain.
□I’
manemic.
□Whatiswrongwithme？
□I’
mnotfeelinganybetter.
□Ifeelmuchbetter.
□Ifeelalittlebetter.
□Isufferfrommyheart.
□I’
mallergic.
□I’
mhavingmenstrualtrouble.
□I’
mpregnant.
□Ihavemedicinefrommydoctor.
□I’
mstayingatHotelA.
□PleasephonetoHotelA.
□How long will I have to stay in
bed?
□Is it all right for me to continue
myjourneyasscheduled?
□Isitallrightformetofly?
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ケガ・病気に関する簡単な用語集
①

一般的症状（General Condition）

◦痛み pain
◦ふきでもの rash
◦眠い sleepy
◦鈍痛 dullpain
◦激しい痛み sharppain◦むくみ edema
◦発熱 fever
◦寒気 chill
◦風邪 cold
◦だるい tiredness
◦発汗 sweat
◦腰痛 lumbago
◦のどがかわく thirsty ◦頭痛 headache
◦便秘 constipation
◦不眠症 insomnia
◦目まいがする dizzy
◦糖尿 glycosuria
◦肩こり stiffnessintheshoulder ◦呼吸困難 difficultyinbreathing

②

消化器系（Digestive System）

◦げっぷ belch
◦胃下垂 gastroptosis ◦食欲 appetite
◦胃潰瘍 gastriculcer ◦胸やけ heartburn
◦吐く vomiting
◦不快感 discomfort
◦圧痛 tenderness
◦軟便 loosestool
◦食欲不振 anorexia
◦はき気 nausea
◦下痢 diarrhea
◦胃炎 gastritis
◦虫垂炎 appendicitis ◦血便 bloodystool
◦肝炎 hepatitis
◦胆石症 gallstones
◦胃が痛む stomachache
◦腹の痛み abdominalpain
◦十二指腸炎 duodenitis
◦胃酸過多症 hyperacidity
◦ビールス肝炎 viralhepatitis

③

呼吸器系（Respiratory System）

◦胸が痛い chestpain ◦ぜん息 asthma
◦肺炎 pneumonia
◦せき cough
◦気管支炎 bronchitis ◦肋膜炎 pleurisy
◦くしゃみ sneeze
◦上気道感染症 URI
◦たん sputum
◦背中の痛み backpain (UpperRespiratoryInfection)

④

心臓循環器系統（Circulatory System）

◦どうき palpitation
◦チアノーゼ cyanosis ◦狭心症 anginal
◦心臓発作 heartattack ◦息切れ shortofbreath◦低血圧 typotension
◦脈がはやい tachycardia
◦脈がみだれる arhythmia
◦高血圧性 hypertensive
◦脈が少ない bradycardia
◦心臓神経症 cardiacneurosis
◦動脈硬化症 arteriosclerosis
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6. ケガ・病気に関する英会話・英単語

ケガ・病気に関する簡単な用語集
⑤

神経・筋肉系統 （Nerve and Muscle System）

◦幻覚 illusion
◦筋肉痛 muscularpain ◦ストレス stress
◦手先がふるえる tremor◦けいれん convulsion ◦関節痛 jointpain
◦めまい dizziness
◦脳貧血 cerebralanemia
◦顔面神経麻痺 facialpalsy
◦感覚麻痺 hypesthesia
◦視力減退 visualdisturbance
◦言語障害 speechdisturbance

⑥

外科系統（Surgical System）

◦外傷 externalwounds ◦骨折 fracture
◦膿 pus
◦刺し傷 puncture
◦捻挫 torsion,strain ◦火傷 burns
◦打撲 contusion
◦おでき furuncle
◦出血 bleeding
◦すり傷 laceration
◦切り傷 cut
◦つき指 sprainedfinger◦脱臼 dislocationofborn

⑦

皮膚科系統（Skin System）

◦かゆい itchy
◦じんましん urticaria ◦膿胞
◦紫のはん点 bruise
◦湿疹 eczema
◦小児湿疹 infantileeczema

⑧

cyst

耳鼻咽喉科系統（Ear, Nose, and Throat System）

◦耳だれ eardischarge ◦中耳炎 otitismedia ◦こう頭炎 laryngitis
◦咽頭炎 pharyngitis
◦鼻血 nasalbleeding ◦耳痛 earache
◦鼻炎 rhinitis
◦耳炎 otitis
◦鼻腔炎 sinusitis
◦外耳炎 otitisexterna ◦口内炎 stomatitis
◦鼻水 runningnose
◦内耳炎 otitisinterna ◦鼻がつまる noseobstruction
◦聴力低下 difficultyinhearing
◦のどの痛み sorethroat
◦声がかれる hoarsevoice
◦耳なり ringingintheear
◦声がでない lossofvoice
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⑨

泌尿器系統（Urinary System）

◦血尿 hematuria
◦膀胱炎 cystitis
◦尿量が少ない
◦尿 urine
◦小便が出にくい dysuria
◦小便が近い recurrenturination
◦小便のとき痛い painfulonurination
◦こう丸のはれ testicleswelling
◦尿道炎 UTI（UrinaryTractInfection）

⑩

眼科系統（Eye System）

◦目やに eyedischarge ◦視力低下
◦まぶしい photophobia◦涙がでる
◦目がかすむ blurred
◦目の中のごみ furuncleintheeye
◦視力障害 visualdisturbance

⑪
◦虫歯

⑫

⑬

poorvision ◦ものもらい stylum
tearing
◦結膜炎 conjunctivitis

歯科系統（Dental System）
toothdecay

◦歯痛

toothpain

感染症（Infectious Disease）

◦流感 influenza
◦コレラ
◦はしか measles
◦破傷風
◦風疹 germanmeasles
◦流行性肝炎 infectioushepatitis

◦注射
◦診断
◦治療
◦入院
◦退院
◦輸血

oliguria

asiaticcholera◦赤痢 dysentery
tetanus
◦狂犬病 rabies

その他治療に用する単語（Treatment in General）
injection
◦医療品 medicine
diagnosis
◦抗生物質 antibiotic
treatment
◦浣腸 enema
admissiontoahospital
dischargefromhospital
bloodtransfusion
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◦消毒 sterilization
◦鎮痛剤 acesodyne
◦手術 operation

6. ケガ・病気に関する英会話・英単語

人体部位の用語
eye（眼）
mouth（口）
neck（クビ）

forehead（ヒタイ）
eye brow（眉）
ear（耳）
chin（アゴ）
shoulder（カタ）
chest（胸）
pit of the stomack（ミゾオチ）

abdomen（腹）
upper thigh（大たい）
knee（膝）
calf（下たい）

ankle（くるぶし）
foot（足）

nape of the neck（うなじ）
back（背）

upper arm（上腕）

waist（腰）

elbow（肘）
forearm（前腕）
wrist（手首）
hand（手）

－22－

診断書等の作成依頼文例（英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語）
医師に対して、保険金請求に必要な書類を作成してもらうための外国語は次の
とおりです。必要に応じて病院等にご提示ください。

医師の方に
保険金請求のために診断書、治療明細書、治療請求書または領収書作
成をお願いします。

（英

語） To the Attending physician
Please issue doctor's diagnosis and specification of medical
treatment together with receipt for expeditious handling of claim
payments by the insurance company.

（ドイツ語） An den behandelnden Arzt :

Wir bitten um Aufstellung einer Diagnose und der Behandlungen
sowie Ihre Kostenrechnung zur Vorlage bei der Versicherungsgesellschaft.
（フランス語） Au médecin

Veuillez avoir l'obligeance de remettre au porteur du présent
certificat, votre diagnostic ainsi que la description détaillée du
traitement médical. Par la mè`me occasion, veuillez également lui
remette le ruçu du montant de vos honoraires, afin de lui
permettre un remboursement rapide par sa compagnie
d'assurance, des frais engagés.
（スペイン語） Estimado Doctor :

Sirvase expedirme un certificado medico con sus
especificaciones junto con el recido de pago para presentarlo a
la oficina de seguros para su correspondiente reclamo.
Atentamente.
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7. 保険金ご請求の手続き
事故に遭われた場合は、以下の手続きで保険金の請求を行ってください。

ケガ・病気の場合
○医療アシスタンスサービス・キャッシュレス治療サービスをご利用の場合

病院へ行く前に必ず最寄りの「海外メディカルヘルプライン」
（P.4〜P.5）へご連
絡ください。
必要な手続きについてご案内いたします。

○お客さまご自身で治療費等をお支払いになった場合

病院で治療費をお支払いになった場合は、診断書・治療費領収書・薬代領収書等
をお取り付けください。

携行品の盗難・破損事故の場合
盗難事故の場合は、直ちに最寄りの警察に連絡し、盗難証明書をお取り付けくだ
さい。
破損事故の場合は、写真をお撮りください。保険金ご請求時に損害に遭われた品
を現物確認させていただくこともありますので、処分されないようお願いします。ま
た、修理ができる場合は修理見積書または修理代領収書をお取り付けください。
現地にてご不明な点があれば「海外ホットライン」
（P.10〜P.11）へご相談くださ
い。

航空機遅延費用・航空機寄託手荷物遅延等費用事故の場合
航空会社による遅延証明書、欠航証明書等をお取り付けください。
また現地で支出した費用（
【航空機遅延費用】宿泊施設の客室料、食事代、国際電話
料等通信費、
目的地における旅行サービスの取消料、他の利用交通手段としての交
通費【航空機寄託手荷物遅延等費用】衣類・生活必需品等購入費用）がある場合、
必
ず領収書をお取り付けください。
現地にてご不明な点があれば「海外ホットライン」
（P.10〜P.11）へご相談ください。

その他の事故の場合
事故発生後、速やかに、対処方法・取付必要書類・請求方法等について「海外ホット
ライン」
（P.10〜P.11）へご連絡ください。
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ご連絡先
ご帰国後、保険金を請求する場合、下記「帰国後のご連絡先」
（海外ホットライ
ン）までご連絡ください。
（注１）海外現地滞在中に、
いずれかの海外センター･オフィスへ既に事故の通知をさ
れている場合はその旨をお知らせ願います。
（注２）現地にてご請求・お支払いを希望される場合は、原則、現地通貨にて小切手で
お支払いいたします。
ご請求先は「海外クレームエージェントリスト」
（Ｐ.28〜Ｐ.29）をご覧ください。
【ご帰国後の事故のご連絡先】

帰国後のご連絡先

0120-08-1572

海外ホットライン
（24時間365日）
上記無料電話がご利用できない場合は、こちらの電話番号へご連絡ください。
018-888-9547（海外ホットライン）（通話料はお客さまの負担になります。）
（注）
「海外ホットライン」は「株式会社プレステージ・グローバルソリューション」との提携によ

り運営されています。

【保険金請求書類のご送付先】

損害保険ジャパン株式会社
本店専門保険金サービス部
海外旅行保険金サービス第二課

〒

住

所

東京都中野区中野4丁目10-２
164-8608
中野セントラルパークサウス5階

●ご注意
普通保険約款および各特約の定めにより保険金のお支払い対象とならない事故について
は、保険金をお支払いできませんのであらかじめご了承ください。
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7. 保険金ご請求の手続き

ご請求に必要な書類
（※1） 特約

必要書類

航空機
治療費用 救援者 傷害
死亡
携行品 航空機 寄託
手荷物
後遺
傷害 疾病 費用 障害 傷害 疾病 盗難 破損 遅延費用 遅延等
費用

保険金請求書

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

保険契約証等

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

事故証明書または
目撃者証明書 （※３）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

損傷箇所の写真

○

購入時の領収書

○

修理見積書または
領収書 （※３）
医師の診断書及び
領収書 （※３）

○
○

○

入院証明（入院期間がわか
（※３）
るもの）
支出した費用の
領収書・精算書（※３）

○

○

○

○
△（※2）△ ○

（※2）

死亡診断書または
死体検案書 （※３）

○

○

戸籍謄本または
除籍謄本

○

○

航空会社証明書
その他関係書類

○

○

○

○

○

○

○

○

（※1）
「賠償責任」等、その他の特約の保険金請求時に必要な書類については、海外ホットライン
（Ｐ.10〜Ｐ.11）または損保ジャパン保険金サービス課（Ｐ.25）へご相談ください。
（※2）入院諸雑費をご請求になる場合に必要となります。
（※3）現地でしか入手できない場合もありますので、大切にお持ち帰りください。
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携行品キャッシュレス・リペアサービス
ご旅行中の事故で破損したお客さまのスーツケースやカメラ等の修理に際し、引取りから修
理、納品までを損保ジャパン指定の修理会社で行うサービスです。
修理代金は損保ジャパンから直接保険金として指定修理会社へお支払いしますので、
お客さ
まに修理代金を立て替えていただく必要はありません。
〈サービスの対象となる携行品〉
スーツケース、
カメラ、
デジタルカメラ、
ビデオカメラ、
ノートパソコン

ご利用方法
携行品キャッシュレス・リペアサービスのご利用を希望される場合は、
「海外ホットライン」
（P.25）にご連絡のうえ、以下の手順に沿ってご利用ください。
１．
渡航先からご帰国後、
「海外ホットライン」へご連絡ください。
２．
 下の書類等をリペアサービスセンター（指定修理会社）
以
よりお客さまにお送りいたします。
①携行品キャッシュレス・リペアサービスご利用のご案内
②修理依頼書
③宅配便送り状
④緩衝材（エアーキャップ）……梱包時にご利用ください。
（注）スーツケースの場合は緩衝材はお送りしません。
３．
宅配会社が集荷に伺います。修理依頼書に必要事項をご記入のうえ、対象品とともにお送
りください。
４．
後日、修理された対象品を指定修理会社よりお受取り希望住所にお届けします。
①事故のご連絡（サービスご利用のお申し出）
お客さま

②ご案内、修理依頼書、宅配便送り状、緩衝材を送付

損保ジャパン

③破損した対象品、修理依頼書等を送付
④修理後、対象品を返送

リペアサービスセンター
（損保ジャパン指定修理会社）

⑤保険金のお支払い

サービスご利用上の注意事項
１．
本サービスは携行品損害補償特約がセットされている場合で保険金のお支払い対象となる
ときにご利用いただけます。
２．
一部の製品によっては本サービスの対象とならない場合があります。
また、修理が不可能な場合は、
リペアサービスセンターよりご連絡いたします。
３．
本サービスのご提供は日本国内のみとなります（対象品の発着送は日本国内にかぎりま
す。）。
４．
修理が可能な場合であっても、修理代金が限度額（１点あたり10万円）を超過する場合は、
超過部分はお客さまの自己負担となります。
修
スーツケース・ノートパソコンで１か月程度、
カメラ・デジタルカ
５．
 理に要する期間の目安は、
メラ・ビデオカメラは３週間程度となります。状況によっては、
さらにお時間をいただく場合
もあります。
６．
本サービスの修理は、
お客さまと指定修理会社との直接のご契約によって行っていただき
ます。修理内容・修理結果等に関し損保ジャパンは一切責任を負いかねますので、
あらかじ
めご了承ください。
「株式会社プレステージ・グローバルソリューション」との提携により運営
（注）本
 サービスは、
されています。

－27－

8. 海外クレームエージェントリスト
現地に銀行口座をお持ちの方が現地での保険金請求・受領を希望される場合にご

ケガ・病気の場合

海外メディカルヘルプライン〈日本語対応〉

北中南米地域

（アメリカセンター）

Emergency Assistance Japan
P.O.Box8706
Richmond,VA23226USA
TEL：
（1）804-673-1144
FAX：
（1）804-655-6758

中国・北京近隣都市

（中国センター）

アジア地域

（シンガポールセンター）

Emergency Assistance Japan
101CecilStreet,#16-04TongEng
Building,Singapore069533
（P.O.Box）
RobinsonRoad,P.O.BOX2292,
Singapore904292SINGAPORE
TEL：
（65）6535-5554
FAX：
（65）6722-8390

Emergency Assistance Beijing Co.,Ltd
（北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司） タイ・オセアニア地域
郵便番号：100025
（タイセンター）
北京市朝陽区東四環中路56号
Emergency Assistance Thailand Co.,Ltd.
遠洋国際中心A座23階03-05
9thFloor,PrimeBuilding,
Room03-05,23F，
TowerA,
24SukhumvitSoi21（Asoke）,
OceanInternationalCenter,
Klongtoey-Nua,Wattana,Bangkok10110
56Dongsihuanzhonglu,Chaoyang Thailand
District,Beijing,China100025
TEL：
（66）2-204-4510
TEL：
（86）10-8592-7117
FAX：
（66）2-302-6183
FAX：
（86）10-8586-6426

中国・上海近隣都市

（上海24時間アラームセンター）

上海威爾比医療諮詢有限公司
（上海ウェルビーメディカルコンサルティ
ング有限公司）
郵便番号：200233
中国上海市徐匯区中山西路1800号
兆豊環球大厦25F－1
中国内無料電話：800-820-6037
【無料電話ご利用上の注意点はP.13
〜P.16参照】
TEL：
（86）21-6487-9722
FAX：
（86）21-6440-1169

欧州・アフリカ・中近東地域

（イギリスセンター）

Emergency Assistance Japan
CorneliusHouse,33BoltroRoad,
HaywardsHeath,WestSussexRH161BP,
UnitedKingdom
TEL：
（44）20-7282-4348
FAX：
（44）1444－222-076

＊各センターへの無料電話はP.4〜P.5をご覧ください。
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利用いただけます。

ケガ・病気以外の場合

海外ホットライン〈日本語対応〉

北 中 南 米・ハワイ・グアム・サ
イパン地域

（ロサンゼルスオフィス）
Prestige International U.S.A. Inc.
19800MacArthurBlvd,Suite400,
Irvine,California92612,U.S.A.
TEL：
（1）949-437-9632
FAX：
（1）949-252-4633

アジア地域（中国・東アジア地域を

除く）
（シンガポールオフィス）
Prestige International （S） Pte. Ltd.
583OrchardRoad,♯09-03
Forum,
Singapore238884SINGAPORE
TEL：
（65）6431-5754
FAX：
（65）6832-0738

中国（香港・マカオ除く）地域
（上海オフィス）
オセアニア地域
普莱斯梯基（上海）諮詢服務有限公司
（シドニーオフィス）
（Prestige International China Co.,Ltd.） Prestige International Australia Pty.Ltd.
中国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号
Sydney Branch
恒生銀行大厦32楼021室
Suite1201,Level12
TEL：
（86）21-6841-2027
307Pittstreet,Sydney,NSW2000,
FAX：
（86）21-6841-1908
AUSTRALIA
TEL：
（61）2-8218-5020
（香港・
マカオ）
中国
・東アジア地 FAX：
（61）2-8218-5015
域（香港オフィス）
欧州・アフリカ・中近東地域
Prestige International (HK）
（ロンドンオフィス）
Co.,Limited.
Prestige International UK Ltd.
Suite701,7/F,SouthTower,
９thFloor，
Corinthian
WorldFinanceCentre,HarbourCity, SuiteA，
House17LansdowneRoad，
17CantonRoad,TsimShaTsui,
Croydon，
Surrey
Kowloon,HongKong
CR02BXUnitedKingdom
TEL：
（852）-2868-4392
TEL：
（44）20-8603-5853
FAX：
（852）-2801-4062
FAX：
（44）20-8686-7591

（注）
（ ）内は国番号です。
上記リストは、極力最新情報を正確に記載するよう努めておりますが、お客さまにご通知するこ
となしに変更させていただくことがございますので、
その際は何卒悪しからずご了承くださいま
すようお願いいたします。

－29－

9. 事故以外のご相談

海外とらべるサポート
日本語対応・24時間
現地で電話通訳が必要な場合や日本にいるご親族へメッセージを伝えたい場合等、事故以外
のこと（※）でお困りのとき、
「海外とらべるサポート」へご相談ください。
（※）事故のことでお困りのときは下記にご連絡ください。
事故の内容
ケガや病気

問い合わせ先
など 海外メディカルヘルプライン

携行品の損害や賠償事故 など 海外ホットライン

参照先
P.４〜P.５
P.10

サービスメニューと概要
サービスメニュー

概

要

①電話による通訳サービス ・海外で各種トラブルにあった際に、
電話による通訳を行います。
②メッセージの伝達サービ ・ご自宅や友人・ご親族などへの簡単なメッセージを電話・FAX
ス
などでお知らせします。
・ご依頼いただいた先へお知らせできなかった場合は、
その旨
ご連絡します。
③ 空 港・宿 泊 施 設 間 の 送
・空港と宿泊施設間を送り迎えするお車の手配を代行します。
迎予約・手配の代行
④航空券の予約・情報提供 ・航空券の予約・手配を行います。
サービス
・航空機の時刻表などに関する情報提供を行います。
⑤ 宿 泊 施 設 の 予 約・情 報 ・宿泊施設の案内、予約、手配を行います。
提供サービス
・宿泊料金やサービス内容などの情報提供を行います。
⑥パスポートのトラブルに ・パスポートの紛失・盗難の際に、再発行の手続き方法などに
関するサポート
ついてご案内します。
⑦クレジットカードのトラブ ・クレジットカードの紛失や盗難の際に、
カード会社への手続き
ルに関するご相談
方法などについてご案内します。
⑧旅行に関する安全情報 ・海外の各都市に関する安全情報や気候・天候に関するアドバ
の提供サービス
イス、
予防接種など健康関連情報、
祝日などの情報を提供しま
す。
●サービスご利用上の注意事項
・本サービスのご利用は無料です（電話料金や③〜⑦の実費はお客さまのご負担となりま
す。）。
・現地の事情等によりサービスが提供できないことや、手配までに時間がかかる場合がありま
す。
・このサービスは海外のご旅行先で受けることができるものです。出国前および帰国後の日
本国内からのご利用はできません。
・①については、言語や時間帯によっては対応が困難な場合があります。また、専門用語を必
要とする通訳には対応できない場合があります。
・③〜⑤については、手配先からクレジットカード番号を要求された場合は、
お客さまご本人か
ら手配先にお伝えいただく必要があります。
・③〜⑤の手配後にキャンセル・変更される場合は、手配先の定めによりキャンセル・変更料
が必要になる場合があります。
・このサービスは、
「株式会社プレステージ・グローバルソリューション」との提携により運営さ
れております。
 また、
サービスメニューは予告なく変更される場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
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ご利用方法
1．
ご滞在地の連絡先（下表）にお電話ください。
（注１）
「契約証番号」
「保険期間」等をお伺いしますので、
お電話の前に保険契約証等を
ご用意ください。
（注２）
「海外での電話のかけ方」については、P.13〜P.16をご覧ください。
（注３）携帯会社、機種によって日本の国番号（81）が電話番号の冒頭に自動追加され、下
表の電話番号以外にかかってしまう場合があります。携帯電話でお電話の際には、
おかけいただいている電話番号をご確認ください。
2．
ご用件をお伝えください。
（注）無料電話は、公衆電話や日本国内でご利用またはレンタルされた携帯電話（海外利
用）からはご利用になれない、
または料金が発生する場合があります。
お客さまの滞在地

北米・
中南米・
ハワイ・
グアム・
サイパン

アジア

中近東
オセアニア

電話番号（無料電話）

お客さまの滞在地

電話番号（無料電話）

アメリカ本 土・ア
ラスカ・ハワイ・グ 1-877-471-5617
アム・サイパン

アイスランド

800-9657

アイルランド

1-800-948314

アルゼンチン

0800-666-1466

イギリス

0808-234-3818

ウルグアイ

0004-019-0425

イタリア

800-789643

カナダ

1-877-791-2145

オーストリア

0800-296-201

コロンビア

018005-18-1440

オランダ

0800-022-8258

ブラジル

0800-892-3136

ギリシャ

00-800-161-2206-6614

ペルー

0800-54-438

スイス

0800-555-792

メキシコ

001-800-514-6613

スウェーデン

020-79-6562

中国（北部）※

10800-813-2782

スペイン

900-9-581-71

中国（南部）※

10800-481-2965

中国（携帯）※

4001-202351

デンマーク

8088-7043

香港

800-905-121

ドイツ

0800-1811579

台湾

00801-814651

ノルウェー

8001-6296

韓国

00798-817-1700

ハンガリー

06-800-190-47

シンガポール

800-810-2353

フランス

0800-915-291

インド

000-800-1007-805

ベルギー

0800-73281

インドネシア

001-803-00811-302

ポーランド

0-0-800-8113-249

タイ

001-800-814-5142

ポルトガル

800-827-646

フィリピン

1-800-1-816-0281

モナコ

800-93-695

マレーシア

1-800-81-5068

ルクセンブルク

8002-7157

ヨーロッパ チェコ

800-700-976

アラブ首長国連邦 800-0-813-0043

アフリカ

南アフリカ

0-800-983-171

イスラエル

1-80-94-56614

ロシア

ロシア

810-800-2055-4081

オーストラリア

1-800-083-056

ニュージーランド 0800-885-055

上記無料電話がご利用にな
れない場合や上記以外の国ま （81）18-803-0261
たは地域から

※中国（北部）…華 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、黒龍
江省）
中国（南部）…上記以外（上海市、重慶市等）
中国（携帯）…中国で携帯電話をご利用される場合はこちらまでご連絡ください。
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●電話ご利用上の注意点
＊滞在の国・地域によっては無料電話に対応していない公衆電話や、接続の際に国内通話
料相当額が必要とされる場合があるほか、電話機種や回線事情によりご利用になれない
場合や、
ホテル等客室内の電話からおかけの際、
サービス料や利用料がかかる場合もあ
りますので、
ご利用時には現地でご確認ください。また、
日本国内から海外ローミングやレ
ンタル等した携帯電話から無料電話にご連絡された場合、滞在国内通話料相当額がか
かりますのでご注意ください。この場合の通話料およびサービス料・利用料はお客さま負
担となりますのであらかじめご了承ください。
＊電話番号は最新のものを掲載しておりますが、事務所移転、現地電話番号体系の変更等
やむを得ない事情により変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

◆おかけ間違いにご注意ください。

■保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口

【保険金支払ご相談窓口】 0120－668－292
＜受付時間＞ 平 日：午前９時〜午後５時

（土・日・祝日、12/31〜1/3は休業）

■保険金支払いの無責免責事案に関する第三者への不服申立窓口

保険金のご請求に対して、すでに損保ジャパンがお支払いの対象とならない
旨をご通知した事案につきまして、損保ジャパンの窓口（保険金サービス課や
「保険金支払ご相談窓口」
）によるご説明にご納得がいただけない場合、次の窓
口より第三者（社外弁護士）へ不服の申し立てを行うことができます。
【無責免責不服申立窓口】 0120－388－885
＜受付時間＞ 平 日：午前10時〜午後６時

（土・日・祝日、年末年始は休業）
１．ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人（保険金請求権者）またはご本人から委任を受け
た代理人
※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明など
で確認させていただくことがあります。
２．お申し立て後の対応
「無責免責不服申立窓口」
（社外弁護士）で受け付けした不服申し立てにつき
ましては、損保ジャパンが設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識
者による審査を行います。
その審査結果は
「無責免責不服申立窓口」
（社外弁護士）
を通じてご回答します。
なお、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじ
めご了承ください。

■保険会社との間で問題を解決できない場合（指定紛争解決機関）

損保ジャパンは、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。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損
害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】
［ナビダイヤル］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、年末年始は休業）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(https://www.sonpo.or.jp/)
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保険金請求書
【保険金請求書類のご送付先】
〒164-8608
東京都中野区中野4丁目10-2
中野セントラルパークサウス5階

損害保険ジャパン株式会社

本店専門保険金サービス部 海外旅行保険金サービス第二課

もしも事故にあわれたら

！

ケガ・病気になったときは！

◇キャッシュレスで治療を受けたい
◇病院・医師を紹介してほしい

海外でのご相談

海外メディカルヘルプライン

24時間・年中無休・日本語対応

！

など

P.4〜P.5

盗難・賠償事故などのトラブルは！

◇ハンドバッグやパスポートを盗まれた
◇買い物中に誤って商品を壊した

など

トライン
ケガ・海外ホッ
病気になったときは
！

海外でのご相談

24時間・年中無休・日本語対応

P.10〜P.11

トライン
ケガ・海外ホッ
病気になったときは
！

帰国後のご請求

ケガ・病気、盗難・賠償事故などにかかわらず、帰国後のご請求はこちらまで
ご連絡ください。

24時間・年中無休

0120‑08‑1572

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
＜連絡先＞ https://www.sompo-japan.co.jp/contact/

（22060038） 400484 ‑ 0201

