
－ウェルビーメディック会員企業様 限定販売－

PICC･ウェルビー共同開発商品

被保険者の傷害事故または疾病により（中国国
内での発生に限る。台湾、香港、マカオを除く）、
被保険者、その法定相続人及び親族が現実に
支出した以下の緊急救援費用につき、30万元を
限度にお支払いします。

①遺体処理費用

②救援費用（航空運賃、宿泊費等）

③重大疾病時の緊急移送費用

35種重大疾病一時金 緊急救援保険金

保険期間内に初めて以下の重大疾病（35種類）と診断され
た場合、定額を一括でお支払いします。

悪性腫瘍、急性心筋梗塞、脳卒中後遺症、重大器官移植
術あるいは造血肝細胞移植術、冠状動脈バイパス術、腎
臓病末期（慢性腎機能不全尿毒症期）、多箇所肢体欠損、
急性或いは亜急性重症肝炎、良性脳腫瘍、慢性肝機能不
全非代償期、脳炎後遺症或いは脳膜炎後遺症、重度昏睡、
両耳聴力喪失、両眼失明、半身不随、心臓弁膜手術、重
度アルツハイマー病、重度脳損傷、重度パーキンソン病、
重度Ⅲ度火傷、重度原発性肺高血圧症、運動ニューロン
疾患、言語能力喪失、重度再生不良性貧血、大動脈手術、
細菌性脳脊髄膜炎、多発性硬化症、輸血感染エイズ、脳
動脈瘤開頭手術、侵入奇胎、肺病末期、ポリオ、ループス
腎炎合併全身性エリテマトーデス、植物人間、重度筋無力
症。

Happy Life
＜傷害・医療保険＞

意外傷害事故で死亡又は後遺障害を被った場合、疾病により死亡した場合，

通院や入院で治療費が発生した場合，

などに保険金を迅速にお支払いします。

指定病院では現金不要のキャッシュレス清算がご利用になれます。

※キャッシュレスサービスは指定病院かつ保険適用範囲の治療費のみが対象です。

※治療費用は中国国内（台湾、香港、マカオを除く）で発生した分のみ保険適用です。

お支払いは人民元で！

死亡・後遺障害
保険金

傷害治療
保険金

疾病死亡
保険金

疾病治療
保険金

基本補償内容



次のような原因により生じた事故や費用については、保険金をお支払いできません。

・保険契約者、保険金受取人が被保険者を故意に殺害あるいは傷害を負わせた場合
・先天性疾患、遺伝性疾患、エイズあるいはエイズウィルスに感染している期間に発生した医療費用
・梅毒、淋病等の性感染症に罹患した生じた医療費用
・被保険者の故意犯罪、公務執行妨害、自殺または故意に傷害を負った場合
・被保険者の殴打、酩酊、毒品の服用、吸飲、薬物注射の場合
・被保険者の妊娠、流産、分娩等および合併症が原因の場合
・被保険者が中国国外（含む台湾、香港、マカオ）で発生した治療費用
・指定病院以外で受診した場合
・戦争、軍事衝突、暴動、武装叛乱等

主な免責自由

元受保険会社：中国人民財産保険股份有限公司上海市分公司

このチラシは概要を説明したものです。保険の詳しい内容はガイドブックをご覧下さい。
この保険の約款は中国人民財産保険股份有限公司団体意外傷害保険、附加意外傷害医療保険（2009年版）、附加疾病死亡保険（2009年版）、全世
界医療保険、団体重大疾病保険（2009年版）、附加特約重大疾病保険の各約款、および保険協議書に基づいて構成されています。
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補 償 内 容

①死亡・後遺
障害保険金

被保険者が保険期間中に疾病によって死亡した場合、保険証券記載の保険金額に従い
疾病死亡保険金を支払います。

被保険者が保険期間中に意外事故に遭い、中国国内（台湾、香港、マカオを除く）で指定
病院にて入院・通院治療を受けた場合、実際に支出した合理的医療費用を傷害治療保険
金として支払います。

被保険者が保険期間中に意外事故に遭い、事故発生日から１８０日以内に死亡または後
遺障害を被った場合、保険証券に記載された保険金額に従い死亡・後遺障害保険金を支
払います。

②傷害治療
保険金

病
気
の
補
償

③疾病死亡
保険金

④疾病治療
保険金

被保険者が保険期間中に保険開始後一定期間経過後（待機期間：入院３０日、通院１５
日）に疾病により中国国内（台湾、香港、マカオを除く）で指定病院にて入院・通院して治療
を受けた場合、実際に支出した合理的医療費用を疾病治療保険金として支払います。

保険開始から15日以内に発生した疾病による外来医療費用。
保険開始から30日以内に発生した疾病による入院医療費用。
保険開始から90日以内に初めて発病し且つ専門医に診断
された重大疾病（一時金）。
上記の待機期間中に発生した医療費用及び一時金は保険適用外です。
なお、傷害補償には待機期間はありません。

待 機 期 間

対象年齢および被保険者

ウェルビーメディックの会員且つ下記条件を満たす方。
生後満30日から満69歳の中国（台湾、香港、マカオを除く）に在
住する外国国籍の方、日本本社採用の中国人およびその家族。

対 象 地 域

上記①＆③はWorld Wideで補償。
②＆④＆⑤は中国国内を補償範囲とします。

保 険 期 間

お申し込み翌月の1日または15日から一年間

（20180301）

⑤重大疾病
一時金

被保険者が保険期間中に意外事故に遭い、そのために引き起こされた、または保険期間
開始から90日後（保険を更新された方は90日の制限なし）、初めて発病し且つ専門医より
規定の重大疾病と診断された場合、保険証券記載の保険金額に従い、重大疾病一時金
を支払います。



補償金額・保険料例

補償内容 Ｅ１ Ｆ１ Ｇ１ Ｈ１

傷害死亡

後遺障害

５６０，０００元

／ １事故或は期間内
累計

７００，０００元

／ １事故或は期間内
累計

１，０５０，０００元

／ １事故或は期間内累
計

１，４００，０００元

／ １事故或は期間内累計

傷害治療 ７０，０００元／期間内累計

疾病死亡 ２１０，０００元／１事故或は期間内累計

疾病治療 １４０，０００元／期間内累計

重大疾病一時金 ５０，０００元

緊急救援 ３００，０００元／１事故或は期間内累計

保険料 ８,１８８元 ８,２９５元 ８,５６５元 ８,８３５元

配偶者向けプラン（満２０歳～６０歳）

補償内容 Ａ１ Ｂ１ Ｃ１ Ｄ１

傷害死亡

後遺障害

８００，０００元

／ １事故或は期間内
累計

１，０００，０００元

／ １事故或は期間内累
計

１，５００，０００元

／ １事故或は期間内累計

２，０００，０００元

／ １事故或は期間内累
計

傷害治療 １００，０００元／期間内累計

疾病死亡 ３００，０００元／１事故或は期間内累計

疾病治療 ２００，０００元／期間内累計

重大疾病一時金 ５０，０００元

緊急救援 ３００，０００元／１事故或は期間内累計

保険料 ８,２６０元 ８,４１５元 ８,８００元 ９,１８５元

本人向けプラン（満１８歳～６０歳）

※本保険商品お申し込みにあたり、ウェルビーの医療サポートサービス、【ウェルビーメディック】に未加入の方は、

別途【ウェルビーメディック】へのご加入が必要です。サービス等詳細はウェルビーの貴社担当営業マンにお問い

合わせ下さい。

※原則予約制のVIPでのご受診となります。本保険ご利用の際は事前に必ずウェルビー２４時間コールセンターに

お電話下さい。（当日予約OK）ご連絡無く指定病院に行かれますと、キャッシュレス清算をご提供出来ない恐れが

ございます。



補償内容 Ｉ１ J1

傷害死亡

後遺障害

５０，０００元／１事故或は期間内
累計

５０，０００元／１事故或は期間内
累計

傷害治療 ７０，０００元／期間内累計 ７０，０００元／期間内累計

疾病死亡
５０，０００元／１事故或は期間内

累計
５０，０００元／１事故或は期間内

累計

疾病治療 １４０，０００元／期間内累計 １４０，０００元／期間内累計

重大疾病一時金 ５０，０００元 ５０，０００元

緊急救援
３００，０００元／１事故或は期間内

累計
３００，０００元／１事故或は期間内

累計

保険料 ７,９６８元 １０,３５９元

I1：満４歳～１７歳の未婚の子女／満１８歳～２２歳の未婚かつ就学中の子女
J1：生後３０日～４歳未満の子女

元受保険会社：中国人民財産保険股份有限公司上海市分公司

（20180301）

補償内容
Ｓ１

（本人満61～65歳）

Ｔ１

（配偶者満20～60歳）

Ｕ１

（本人満66～69歳）

傷害死亡

後遺障害

４００，０００元／１事故或は期
間内累計

４００，０００元／１事故或は
期間内累計

２００，０００元／１事故或は期間内累
計

傷害治療 ７０，０００元／期間内累計 ７０，０００元／期間内累計 ４０，０００元／期間内累計

疾病死亡
1００，０００元／１事故或は期間

内累計
1００，０００元／１事故或は

期間内累計
５０，０００元／１事故或は期間内累

計

疾病治療 １４０，０００元／期間内累計 １４０，０００元／期間内累計 １００，０００元／期間内累計

重大疾病

一時金
３０，０００元 ５０，０００元 ３０，０００元

緊急救援
３００，０００元／１事故或は期

間内累計
３００，０００元／１事故或は

期間内累計
１００，０００元／１事故或は期間内累

計

保険料 ９,８９８元 ８,３１６元 １０,８４８元

シニアプラン
～まだまだ現役の皆様の為に、満を持して登場！～

補償金額・保険料例

シニアプラン（本人は満６１歳～６９歳まで加入可能） （配偶者は６０歳以下でなければ加入出来ません）

Ｕ１プラン加入には、Ｓ１プランからの継続加入が条件となります。
Ｕ１プランからの新規加入は出来兼ねますので予めご了承下さい。

子女向けプラン
補償金額・保険料例


