
付帯保険の詳細 ～海外旅行傷害保険～

●概要

海外旅行傷害保険（自動セット）
JTB旅カードでお支払いになっていない旅行も対象となります

保険金をお支払いする場合補償
項目 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない

主な場合

傷
害
死
亡
／
後
遺
障
害

傷
害
治
療
費
用

疾
病
治
療
費
用

海外旅行中の事故によるケガ
が原因で事故の日からその日を
含めて180日以内に死亡または
後遺障害を生じた場合

海外旅行中の事故によるケガ
が原因で、医師の治療を受けた
場合
（義手・義足の修理を含みます）

1.「海外旅行中に発病した病
気」または「海外旅行終了後48
時間以内に発病した病気（その
原因が海外旅行開始前または
終了後に発生したものを除きま
す。）」により、海外旅行終了後
48時間を経過するまでに医師
の治療を開始した場合

2.海外旅行中に感染した特定
の感染症（コレラ、ペスト、天然
痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリ
ヤ、回帰熱、黄熱、重症急性呼
吸器症候群、エボラ出血熱、ク
リミア・コンゴ出血熱、マールブ
ルグ病、コクシジオイデス症、デ
ング熱、顎口虫（がっこうちゅう）、
ウエストナイル熱、リッサウイルス
感染症、腎症候性出血熱、ハン
タウイルス肺症候群、高病原性
鳥インフルエンザ、ニパウイルス
感染症、赤痢、ダニ媒介性脳
炎、腸チフス、リフトバレー熱、レ
プトスピラ症）により海外旅行が
終了した日からその日を含めて
14日を経過するまでに医師の
治療を開始した場合

※「特定の感染症」には、感染
症の予防および感染症の患者に
対する医療に関する法律第6条
に規定する一類感染症・二類
感染症・三類感染症、および政
令により一類感染症から三類
感染症と同程度の措置が講じ
られている指定感染症を含み
ます。

（死亡の場合）
死亡・後遺障害保険金額の全
額を被保険者の法定相続人に
お支払いします。

（後遺障害の場合）
後遺障害の程度に応じて、死
亡・後遺障害保険金額の4％～
100％をお支払いします。

1回のケガ・病気につき、被保険
者が支出した費用で社会通念
上妥当な次の金額を傷害・疾病
治療費用保険金額の範囲内で
お支払いします。
（ケガの場合は事故の日からそ
の日を含めて180日以内、病気
の場合は治療開始日からその日
を含めて180日以内に要した費
用に限ります。）

1.診療費・入院費関係（入院に
よる治療を要するにもかかわらず
病院が利用できない場合や医
師の指示によりホテルで静養し
たり治療を受けた場合のホテル
客室料、病院への緊急移送費
等の費用を含みます。）、入院・
通院のための交通費および通
訳雇入費で治療のために現実
に支出した金額。

2.入院により必要となった国際
電話料や身の回り品購入費の
うち現実に支出した金額。ただ
し、身の回り品購入費は5万円、
合算で20万円を限度とします。

3.医師の治療を受け、その結
果、当初の旅行行程を離脱した
場合において、旅行行程に復
帰または直接帰国するために現
実に支出した交通費・宿泊費
（払戻しを受けた金額または負
担することを予定していた金額
があるときは、その額を差し引き
ます。）

注：日本国内で治療を受けられ、
健康保険、労災保険等から支
払いがなされ、被保険者が支払
わなくてもよい部分、また、海外
においても同様の制度がある場
合、その制度により被保険者が
診療機関に支払うことが必要と
されない部分はお支払いできま
せん。

たとえば
・被保険者または保険金受取人
の故意または重大な過失
・被保険者のけんか、自殺行為
または犯罪行為
・戦争・革命などの事変または暴動
・放射能汚染
・自動車などの酒気帯び運転、
無資格運転
・むちうち症または腰痛などで医学
的他覚所見（検査等によって認
められる異常所見）のないもの
・ピッケル等の登山用具を使用す
る山岳登はん、スカイダイビング
等の危険なスポーツ中の事故
・自動車等の乗用具を用いて競
技・競争・興行または試運転を
している間の事故　　　  など

上記傷害による死亡・後遺障害
の「保険金をお支払いできない
主な場合」に同じ。

たとえば
・被保険者または保険金受取人
の故意または重大な過失
・戦争・革命などの事変または暴動
・放射能汚染
・むちうち症または腰痛などで医
学的他覚所見（検査等によっ
て認められる異常所見）のない
もの
・妊娠、出産、早産、流産および
これらにもとづく病気
・歯科疾病
・被保険者が山岳登はん（ピッケ
ル、アイゼン、ザイル、ハンマー
等の登山用具を使用するもの
をいいます。）を行っている間に
発病した高山病　　　　 など

注：旅行出発前に発病した病気
による疾病治療費用のお支
払いはできません。

保険金をお支払いする場合補償
項目 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない

主な場合

個
人
賠
償
責
任（
自
己
負
担
額
1
千
円
）

救
援
者
費
用

海外旅行中にあやまって他人
にケガをさせたり、他人の物※を
壊したりして損害を与え、法律上
の損害賠償責任を負った場合

※ホテル等の宿泊施設の客
室・客室内の動産（セイフティー
ボックスおよび客室のキーを含
みます）に与えた損害または被
保険者が賃貸業者より借り入
れた旅行用品・生活用品に与え
た損害について、その財物につ
いて正当な権利を有する者に対
する損害賠償責任を含みます。

1.・海外旅行中の事故によるケ
ガが原因で、事故の発生の日か
らその日を含めて180日以内に
死亡した場合
・海外旅行中に病気、妊娠、
出産、早産、流産を原因として
死亡した場合
・海外旅行中に発病した病気

（海外旅行中に医師の治療を
開始し、その後も引き続き医師
の治療を受けていた場合に限り
ます。）が原因で、海外旅行終了
後その日を含めて30日以内に
死亡した場合

2.海外旅行中の事故によるケ
ガまたは海外旅行中に発病した
病気（海外旅行中に医師の治
療を開始した場合に限ります。）
が原因で、継続して7日以上入
院した場合

3.海外旅行中の事故により搭
乗中の航空機もしくは船舶が行
方不明もしくは遭難した場合、
被保険者の生死が確認できな
い場合（無事が確認できた後に
発生した費用は対象になりませ
ん。）または緊急な捜索・救助活
動が必要な状態となったことが
警察等公的機関により確認さ
れた場合

１回の事故につき、個人賠償責
任保険金額を限度として、損害
賠償金をお支払いします。また、
損害防止費用、緊急措置費
用、訴訟費用、弁護士報酬、仲
裁・和解・調停費用もお支払い
できることがあります。

・1回の事故ごとに1,000円が
自己負担額となります。

被保険者およびその親族が支
出した費用で社会通念上妥当
な次の費用を会員資格期間を
通じ救援者費用保険金額を限
度としてお支払いします。

1.捜索救助費用

2.救援者の現地までの航空運
賃等の往復運賃（救援者3名
分限度）

3.救援者の現地および現地ま
での行程におけるホテル客室
料（救援者3名分限度かつ1名
につき14日分限度）

4.現地からの移送費用（払戻し
を受けた金額、負担することを予
定していた金額、傷害・疾病治
療費用部分で支払われるべき
金額は差し引きます。）

5.遺体の処理費用（100万円
まで）、遺体輸送費

6.諸雑費（救援者の渡航手続
費、現地での交通費・通信費
等、合計で20万円まで）

たとえば、
・被保険者の故意
・戦争・革命などの事変または暴
動
・放射能汚染
・被保険者の職業上の行為
・受託物に対する損害賠償責
任
・自動車、船、飛行機、銃器（空気
銃を除きます。）の所有、使用、
管理に起因する事故
・親族に対する損害賠償責任
・被保険者の心神喪失に起因
する損害賠償責任
・被保険者または被保険者の指
図による暴行・殴打に起因する
損害賠償責任　　　　   など

たとえば、
・被保険者や保険金受取人の
故意または重大な過失
・被保険者のけんか、犯罪行為
・自殺行為（死亡した場合を除き
ます。）
・戦争、革命などの事変または暴
動
・放射能汚染
・むちうち症または腰痛などで医
学的他覚所見（検査等によっ
て認められる異常所見）のない
もの
・妊娠、出産、早産、流産および
これらに基づく病気（死亡した
場合を除きます。）
・ピッケル等の登山用具を使用
する山岳登はん、スカイダイビ
ング等の危険なスポーツ中の
事故　　　　　　　　   など

注：旅行出発前に発病した病気
により入院した場合は、救援
者費用のお支払いはできま
せん。

注：賠償金額の決定には、事前
に保険会社の承認を必要と
します。

引受保険会社：ジェイアイ傷害火災保険（株）



付帯保険の詳細 ～海外旅行傷害保険～

現
地
で
し
か
手
配
で
き
な
い
書
類

現地発行のものをお持ち帰りください。

病院への支払が済んでいない場合は病院からの請求書
で結構です。

診断書または検案した医師または病院発行のもの

最寄警察署または官公署発行のもの。やむを得ない場
合、第三者の証明で進めさせていただくことがあります。

現地で支出した費用の領収書

（傷害の場合のみ）

現地で示談を行う場合作成してください。ただし、示談を
行う前にジェイアイ傷害火災保険（株）までご相談ください。

損害を与えたものの価格、修理費等を証明する書類
（修理費用見積書、修理費領収書）写真など。

市区町村役所で発行

同上

必要な場合はジェイアイ傷害火災保険（株）から
ご連絡いたします。

送付申し上げます。

事故のご報告後郵送させていただきます。

日本出国・入国のスタンプページおよび顔写真ページの
コピー

●保険金の請求手続きおよび事故発生時のご連絡先
帰国後保険を請求される場合には、現地でしか手配できない下記の太線枠内の資料を忘れ
ずにお持ち帰りいただき、事故の日からその日を含めて30日以内に右記のフリーダイヤルに
事故の内容をお電話にてご報告ください。
（キャッシュレスメディカルサービス等を利用し、お立替のなかった場合は、この手続きは不要
となります。）

【海外】

◎印は原則として必要な書類　○印は場合によって必要となる書類　▲は当社所定用紙があるものです。（各請求書類はコピーしたものでは認められません）
※その他、保険会社が求める書類をご提出いただく場合があります。

保険金請求書類

保険金種類
傷害死亡
保険金

傷害
後遺障害
保険金

傷害・疾病
治療費用
保険金

個人賠償責任保険金

対物対人

救援者費用
保険金

◎ ◎

◎ ◎

◎ ○

◎ ◎
○

○○ ○

○ ◎

◎◎

◎

◎

◎

○

◎

◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎

ご案内

医師の診断書

治療費の明細書および領収書

死亡診断書または死体検案書

事故証明書

支出を証明する書類

示談書・示談金領収書

損害額（修理費等）を立証する書類

除籍謄本

法定相続人の戸籍謄本

委任状

後遺障害診断書▲

保険金請求書▲

パスポート

海外旅行傷害保険（自動セット）
JTB旅カードでお支払いになっていない旅行も対象となります 引受保険会社：ジェイアイ傷害火災保険（株）



付帯保険の詳細 ～国内旅行傷害保険～

国内旅行傷害保険について
JTB旅カードでの旅行代金のお支払いが条件となります

●概要 ●保険金の請求手続きおよび事故発生時のご連絡先

保険金をお支払いする場合補償
項目 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない

主な場合

（注1）公共交通乗用具とは、航空法、鉄道事業法、海上運送法等に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運
行される航空機、電車、船舶等をいいます。

（注2）ノークーポンシステムとは、JTB旅カードにより宿泊施設の料金を支払うことを告知して、宿泊施設の予約を行う
システムをいいます。

（注3）募集型企画旅行とは、旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を
受けることができる運送または宿泊のサービスの内容ならびに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を
定めた旅行に関する計画を策定し、これにより実施する旅行をいいます。

（注4）募集型企画旅行参加中とは、当該募集型企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を
受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間を
いいます。ただし、予め旅行業者に届け出ることなく募集型企画旅行の行程から離脱した期間は除きます。

※参加する旅行代金の支払いが、JTB旅カードで行われたJTB旅カード会員が対象です。支払いに利用されたJTB旅
カードが自分自身名義のものでなくても対象となります。

（▲）は当社所定用紙があるものです。（各請求書類はコピーしたものでは認められません）
※その他、保険会社が求める書類をご提出いただく場合があります。

傷
害
死
亡
／
後
遺
障
害

日本国内の旅行中のうち下記に
該当する場合が対象となります。

1.JTB旅カードにより、公共交通
乗用具の搭乗券を予め購入し、
公共交通乗用具（注1）に乗客と
して搭乗中※に偶然な事故に
よって右記の傷害を被った場合
※航空機の搭乗者に限り入場
が許される飛行場構内にいる
間、および航空機が不時着した
場合において、被保険者が引き
続き目的地に赴くときは目的地
に到達するまでの間、被保険者
が出発地に戻るときは出発地に
到着するまでの間で、航空運送
事業者が提供する交通乗用具
に搭乗している間を含みます。

2.JTB旅カードにより、予め宿泊
料金を支払った、もしくはノー
クーポンシステム（注2）により予
約し料金をJTB旅カードで支払
う宿泊施設に宿泊中に、火災、
破裂、爆発によって右記の傷害
を被った場合

3.JTB旅カードにより宿泊を伴う
募集型企画旅行（注3）の料金を
予め支払い、募集型企画旅行
参加中（注4）に偶然な事故に
よって右記の傷害を被った場合

左記の1～3によりその傷害が
原因で事故の日からその日を含
めて180日以内に死亡した場
合、または身体に後遺障害が生
じた場合

（死亡の場合）
死亡・後遺障害保険金額の全
額を被保険者の法定相続人に
お支払いします。

（後遺障害の場合）
後遺障害の程度に応じて、死
亡・後遺障害保険金額の4％～
100％をお支払いします。

たとえば、
・被保険者や保険金受取人の
故意または重大な過失
・けんか、自殺、犯罪行為
・被保険者による自動車などの
無資格運転、酒気帯び運転、麻
薬などを使用しての運転
・脳疾患、疾病、心神喪失
・妊娠、出産、早産、流産
・外科的手術（事故による傷害
の治療を除く）
・戦争・革命などの事変や暴動
・地震・噴火、これらによる津波
・核燃料物質による事故または
放射能汚染
・ピッケルなどの登山用具を使
用する山岳登はん、ロッククライ
ミング、リュージュ、ボブスレー、ス
ケルトン、航空機操縦、スカイダ
イビング、ハンググライダー搭乗、
超軽量動力機（モーターハング
グライダー、マイクロライト機、ウ
ルトラライト機など）搭乗、ジャイ
ロプレーン搭乗、その他これらに
類する危険な運動
・自動車などの乗用具による競
技、競争、興行、試運転
・むちうち症または腰痛などで医
学的他覚所見（検査等によって
認められる異常所見）のないもの
　　　　　　　　　　 　など

保険金請求書類

保険金種類 死亡
保険金

後遺
障害
保険金

ご案内

保険金請求書（▲）

事故証明書

傷害状況報告書（▲）

死亡診断書または死体検案書

後遺障害診断書（▲）

除籍謄本

法定相続人の戸籍謄本

クレジットカード売上票（お客様控）

公共交通乗用具、宿泊施設、募集型企
画旅行の代金を支払った際の契約書・
領収書

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

必要事項をご記入の上、署名・捺印ください。

事故の形態により交通事故証明書・罹災証
明書等をご提出ください。

必要事項をご記入の上、署名・捺印ください。

医療機関に作成を依頼ください。

同上

市区町村役所でお取り付けください。

同上

旅行代金支払の際に旅行会社等の窓口で
渡されます。

お支払いの対象となる事故で後遺障害を被った場合、または亡くなられたときは、会員または
法定相続人の方は、事故の日からその日を含めて30日以内に下記のジェイアイ傷害火災
保険（JTB旅カード事故受付デスク）あてに事故の内容をお電話にてご報告ください。

引受保険会社：ジェイアイ傷害火災保険（株）

【国内】



付帯保険の詳細 ～ショッピング保険～

ショッピング保険（動産総合保険）
●概要
①補償内容
　カード会員がショッピング保険が付帯されているクレジットカードを利用して購入した商品が購入日
（配送等による場合には商品の到着日）より対象期間内に、破損、盗難、火災などの偶然な事故に
より損害を被った場合、自動的に補償いたします。   

②被保険者
　カード会員およびこれらの方々から補償の対象となる商品の贈与を受けられた方。

③お支払いする保険金額
　カードのご利用控あるいは購入店の領収書に記載された商品の購入金額（修理が可能な場合は
修理金額か購入金額のどちらか低い金額）から自己負担額を控除した金額をお支払いいたしま
す。ただし、会員１名につき「JTB旅カードの特長」ページの「特長4 安心の付帯保険サービス」部分に
記載の補償限度額を限度とします。また、購入した商品の代金の一部をクレジットカードで支払った
場合には、カードのご利用控の金額を限度とします。

④補償の対象とならない主な商品
・船舶、航空機、自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、
ハングライダー、パラグライダー、サーフボード、セーリングボートおよびこれらの付属品
・義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
・動物および植物
・現金、手形、小切手、その他の有価証券、印紙、切手、乗車券等（鉄道・船舶の乗車船券、航空
機の航空券ならびにこれらの定期券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。）、旅行者用
小切手、プリペイドカード、電子マネーその他あらゆる種類のチケット
・食料品
・稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの
・不動産および不動産に準ずるもの
・会員が従事する職業上の商品となるもの
・ギフトカードで購入した商品
・他人より委託されて購入した商品
・電子データ等、有体物でない商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   など

⑤補償の対象とならない主な損害
・会員または保険金を受取る方の故意または重大な過失または法令違反に起因する損害
・保険の目的の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ喰い、または性質による
むれ、かび変質、変色、さび、もしくは腐蝕によって生じた損害
・商品の瑕疵、製作の欠陥による損害
・戦争、暴動、その他の事変に起因する損害
・国または公権力の行使に起因する損害
・核燃料物質に起因する損害
・紛失または置き忘れ（置き忘れ後に生じた盗難も含む）に起因する損害
・水災、地震または噴火に起因もしくはこれらに随伴して生じた損害
・詐欺または横領に起因する損害
・故障による損害
・電気的、機械的事故に起因する損害
・商品の誤った使用に起因する損害
・商品の配送中に生じた損害
・管球類の単独損害
・商品機能に直接関係のない汚損、擦損、塗料の剥落、その他外形上の損傷
・楽器の音色・音質の変化、弦の切断等
・美術品の価値の下落による損害
・原因のいかんを問わず、温度、湿度の変化または空気の乾燥等により生じた損害
・会員がクレジットカード会員規約に違反した場合の損害　　                                    など

※上記内容は概要を説明したもので、実際の保険金お支払いの可否等は、普通保険約款および特約等に基づきます。

●保険金の請求手続きおよび損害発生時のご連絡先

・事故の日から30日以内にご連絡ください。
 ご請求手続きのご案内および保険金請求書をお送りします。
・商品をご購入された際には必ず、カードの売上票の控や、お店の領収書を受取り、保管
されますようお願い申し上げます。補償のご請求の際に必要となります。

①補償のご請求手続きについて

三井住友海上火災保険株式会社引受保険会社

セディナ保険デスク（三井住友海上）

※ご連絡の際は、カードをお手元にご用意ください。

受付時間／9：00～17：00

お問い合わせ・保険金請求先

0120-240-057 年中無休

※全損の場合、原則として購入商品を回収させていただきます。
※上記各書類は原本が必要となります。
※盗難事故の際、警察で盗難届出証明書を発行しない場合は、盗難届出受理番号が必要となります。
※配送後の商品の損害については原則として受領証（商品の到着日を確認）が必要となります。

・◎印は原則として必要な書類。○印は場合によっては必要となる書類です。その他、
事故内容により別途書類の提出をお願いするケースがあります。
・書類が取り付けられない場合やご記入いただいた内容が事実と相違している場合には、
保険金のお支払いができない場合がございます。

②保険金請求に必要な書類

保険金請求書

罹災証明および盗難届出証明書

修理費見積書または領収書

売上票（お客様控）

損害を受けた対象物（現物）

損害状況写真

その他の関係書類

◎

◎

◎

◎

○

○

○

◎

ー

○

◎

○

○

○

◎

ー

◎

◎

○

○

○

◎

◎

ー

◎

ー

ー

○

保険金請求書類
保険金種類 破損事故

保険金
盗難事故
保険金

火災事故
保険金

その他の事故
保険金

③お問い合わせ・保険金請求先
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〈2021年4月現在〉

(1)808-921-1230

(1)213-622-9582

(1)415-835-5914

(1)702-262-0168

(1)212-698-0865

(1)604-688-3041

09:30-18:00

24時間

09:00-17:30

月-土10:00-18:00
日    12:00-19:00

09:00-17:30

09:00-17:30

年中無休
年中無休
夜間（17:30-翌09:00）・土・
日・祝日は電話対応のみ
年中無休

入居施設の休館日は休業

年中無休  
土・日・祝日は電話対応のみ

土･日･祝日休

Jiデスク名 電話番号
1-877-494-9116

1-877-850-6533

1-877-425-3184

1-877-805-8074

1-877-496-6558

1-800-799-3041

フリーダイヤル 営業時間 休　日
ホノルルラウンジ

ロサンゼルス

サンフランシスコ

ラスベガス

ニューヨーク

バンクーバー

海外での連絡先「Jiデスク」

海外36都市に設置されている「Jiデスク」では、ご旅行中の病気やケガ、盗難などの様々
なトラブルに対し、スタッフが日本語でご相談に応じております。
また、万が一の時だけではなく、オプショナルツアーやレストランのご案内等も行っており
ますので、お気軽にご連絡ください。

●Jiデスクサービス

●Jiデスク一覧

ご注意
①サービスご利用時には、JTB旅カード番号が必要となります。
②当カードセットの海外旅行傷害保険の補償対象外である事故の場合、また発生地域・状況・世界情勢等の理由
により、一部または全部のサービスが提供できない場合がございます。
③記載内容は2021年4月現在のものであり、今後お客様にご通知なく変更する可能性がございます。
　Jiデスクの電話番号等、最新の情報はジェイアイ傷害火災保険株式会社（以下、ジェイアイ）ホームページを
ご確認ください。https://www.jihoken.co.jp/
　※ホームページ記載のサービス内容は、任意で申し込みを行う海外旅行保険加入者向けのものです。内容が
　一部異なる場合がございますので、ご注意ください。（当ご利用ガイドの記載が優先となります。）

④Jiデスクのサービスは、JTBグローバルアシスタンス社との提携により運営されています。

＊記載の休日以外でも、クリスマス・年末年始等に不定休となる場合があります。

ヨーロッパ・アフリカ・中東地区

アメリカ・カナダ・中南米地区

アジア・オセアニア・ミクロネシア地区

020-7930-9692

01-5329-0003

06-4890-4756

069-2998-7892

91-559-6769

09:00-17:00

09:30-17:30
09:00-13:00/
14:00-17:30
09:00-13:00/
14:00-17:45

土･日･祝日休

土･日･祝日休

土･日･祝日休

Jiデスク名 電話番号
0800-975-0630

0800-802-075

800-814669

0800-5892482

900-102-611

フリーダイヤル 営業時間 休　日
ロンドン

パリ

ローマ

フランクフルト

マドリード

(1)416-367-1677

(01)998-884-2800

01-652-2234

011-3262-3611

09:00-17:00

09:00-13:00 ⁄
14:00-17:00

月-金09:00-13:00 ⁄
　    14：00-18：00
土    09:30-12:30
月-金09:00-18:00
土    09:00-12:00

土･日･祝日休
土･日･祝日休

日･祝日休

日･祝日休

1-877-554-1677

01-800-838-5698

0800-00-181

0800-771-8811

トロント

カンクン

リマ

サンパウロ

8294-0889
010-6512-6701
021-6466-8612

02-771-8111

02-2567-5612
6733-5090
03-2144-4087

02-230-0492

028-3827-6097
024-3936-9432
063-766212
021-2556-5573
0361-708-739
02-8832-5504
032-236-0383

02-9510-0374

07-5592-9493

07-4052-5879

09-379-0529

671-649-8419
　
670-235-0675

09：00-18：00
09:00-17:30
08:30-17:00

09:00-17:30
10:00ｰ18:30
09:00-17:00

09:00-17:30
09:00-17:30
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
08:45-17:45
09:00-17:00

土･日･祝日･旧正月休
土･日･祝日･旧正月休
土･日･祝日･旧正月休

年中無休

年中無休
年中無休
土･日･祝日･旧正月休

土･日･祝日･旧正月休

土･日･祝日･旧正月休
土･日･祝日･旧正月休
土･日･祝日･旧正月休
土･日･祝日･旧正月休
日･祝日･旧正月休
土･日･祝日休
土･日･祝日休

Jiデスク名 電話番号

800-810-0166
800-8201-868

080-771-8111

080-025-8678
1800-732-0203
1800-22-4088

1800-292-300

1-800-10-893-7155
1800-1888-9253

1800-237-298

1800-795-457

1800-234-875

0800-100-741

フリーダイヤル 営業時間 休　日
マカオ
北京
上海

ソウル

台北
シンガポール
クアラルンプール

バンコク

ホーチミン
ハノイ
シェムリアップ
ジャカルタ
バリ
マニラ
セブ

シドニー

ゴールドコースト

ケアンズ

オークランド

グアム

サイパン

運営：ジェイアイ傷害火災保険（株）

＊Jiデスクのロサンゼルスで
  電話対応（営業時間内）

Jiデスクで、旅行に関する各種の情報提供と予約・手配を行います。サービス例）レストラン、
ショッピング、観光スポット、交通機関、オプショナルツアーの情報提供・予約手配など

●トラベルサービス

1.ご利用方法
　最寄りのJiデスクにご連絡いただき、ご希望内容をお伝えください。
2.ご注意
①トラベルサービスは無料ですが、予約・手配により発生した実費はお客様のご負担となります。
②Jiデスクの日中営業時間内の受付となります。（夜間は当サービスを提供しておりません。）
③ジェイアイ東京本社では当サービスを実施しておりません。
④旅行出発前に日本から当サービスを依頼することはできません。
⑤Jiデスクの所在国以外の手配やご依頼内容によってはお受けできない場合があります。

10:00-17:00 土･日･祝日休

年中無休
土・日・祝日は電話対応のみ

09:00-12:30/
13:30-18:00

09:00-12:00/
13:00-18:00

10:00-12:00/
13:00-17:00
10:00-13:00/
14:00-17:00
10:00-13:00/
14:00-17:00

10:00-18:00

09:00-17:30

24時間
年中無休
夜間（17：30-翌09：00）は
電話対応のみ

土･日･祝日休

土･日･祝日休

土･日･祝日休

土･日･祝日休

土･日･祝日休



海外アシスタンスサービス ～緊急編～

Ji事故受付センター
旅行する国にＪｉデスクがない場合、Ｊｉデスクが時間外の場合及びＪｉデスクに連絡が取れない
場合は、Ji事故受付センターにご連絡ください。

JTB旅カード会員様向けJiキャッシュレス提携病院紹介サービス

ご注意
①各国の通信事情により、ご利用できない場合があります（携帯電話・固定電話に限らず）。
②リストに無い国からはコレクトコールをご利用ください。
③記載内容は2021年4月現在のものであり、今後お客様にご通知なく変更する可能性がございます。
　最新の情報はジェイアイ傷害火災保険株式会社（以下、ジェイアイ）ホームページをご確認ください。
　https://www.jihoken.co.jp/
※ホームページ記載のサービス内容は任意で申込みを行う海外旅行保険加入者向けのものです。内容が一部異
なる場合がございますので、ご注意ください。（当ご利用ガイドの記載が優先となります。）

0800-89-5590

0800-90-9637

800-8-77023

0800-55-3327

0800-1-81-1273

0800-295836

０６-８００-１１５１７

９００９９８１-２０

0800-022-7044

８００１-０５１９

００-８００-８１１３-００９８

００-８００-８１９１-０８２９

１-８００-５５-８１６９

８００-８-８１-１９２

０８００-１-８１２５

８００２-２６５７

８００-１３１２２

０２０-７９２-２０６

０８００-１-１８１-０５

800-143-709

08008-96994

810-800-20111081

1-80-947-8013

800-081-0-0018

80000-179

0800-0000-234

0800-99-4528

国名 通常番号

ヨ
ー
ロ
ッ
パ・ア
フ
リ
カ・
中
東
地
区

イギリス

フランス

イタリア

スイス

ドイツ

オーストリア

ハンガリー

スペイン

オランダ

デンマーク

ギリシャ

トルコ

アイルランド

ポルトガル

ベルギー

ルクセンブルク

ノルウェー

スウェーデン

フィンランド

チェコ

ルーマニア

ロシア

イスラエル

UAE

バーレーン

エジプト

南アフリカ

1-800-446-5820

1-800-663-3263

01-800-123-3434

０８００-５２-７３９

1230-020-2467

０８００-８９１-７１９２

0800-777-0030

10800-811-2044

10800-281-2044

800-96-8176

0800-497

00798-81-1-1695

00801-81-2024

800-8110-026

1-800-80-0144

001-800-81-19013

120-81-004

001-803-81-7007

1-800-1-8110069

000800-810-1146

1-800-125-852

0800-44-8119

1-888-576-4693

1-866-333-6634

国名 通常番号

ア
ジ
ア・オ
セ
ア
ニ
ア・ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
地
区

ア
メ
リ
カ・カ
ナ
ダ・
中
南
米
地
区

アメリカ合衆国

カナダ

メキシコ

ペルー

チリ

ブラジル

アルゼンチン

中国（北部）

中国（南部）

香港

マカオ

韓国

台湾

シンガポール

マレーシア

タイ

ベトナム

インドネシア

フィリピン

インド

オーストラリア

ニュージーランド

グアム

サイパン

〈2021年4月現在〉

（A06339 O106-542）

ジェイアイが提携する医療機関の紹介とキャッシュレス治療を受けることが可能です。

1.ご利用方法
①最寄のJiデスクにご連絡いただき、状況・希望内容等をお伝えください。
②Jiデスクにて会員資格を確認させていただいた後、お近くのJiキャッシュレス提携病院を
お探しし、予約等の手配をいたします。旅行先によりお近くにJiキャッシュレス提携病院が
無い場合がございます。
③Jiキャッシュレス提携病院受付で、パスポートおよびJTB旅カードをご提示いただき、当サー
ビスの利用をお申し出ください。

　※婚姻等の理由により旅カードの名前とパスポートの名前が異なる場合は、事前にJiデスク
に申し出ていただきます。Jiデスクより提携病院からの了解を得ることにより、当サービスを
ご利用いただけます。

④Jiキャッシュレス提携病院でパスポートコピー（写真欄、出入国スタンプ欄）を取得します。
病院で取得されなかった場合は、速やかにジェイアイに該当コピーをご郵送ください。
（この手続きがされませんと、保険金として治療費がお支払いできないため、お客様に治療
費の請求書が送付される場合がございます。）
　郵送先：ジェイアイ傷害火災保険株式会社　保険金請求書類受付センター
　〒330-9890　さいたま新都心郵便局私書箱70号
⑤Jiキャッシュレス提携病院に備え付けの書面の内容を確認の上、ご記入・サインをしてください。

2.ご注意
①以下の場合、当サービスはご利用になれません。
・既往症（持病）、歯科疾病、妊娠・出産・早産または流産に起因する疾病、健康診断、予防
接種など、カードセットの海外旅行傷害保険のお支払いの対象とならない場合

・旅行期間が90日を超えている場合
・お近くにJiキャッシュレス提携病院がない場合
・保険金額（ご契約金額）を超えた治療費
→重症時は治療費が高額になりますので、当カードセットの海外旅行傷害保険では対応でき
ない場合がございます。別途海外旅行保険加入をお勧めいたします。

②以下の場合は当サービスをご利用できない場合があります。
・夜間救急外来受付等時間外の場合
・カードの資格確認ができない、または確認に時間が掛かる場合
・治療時にケガまたは疾病が保険対象であることを確認できない場合
→当サービス利用後に、保険金のお支払いができないことが判明した場合、同治療費用につ
きましては、お客様に請求させていただきますので、予めご了承ください。

③JTBおよびジェイアイは、各医療機関の業務に起因する責任は負いません。また、個々の
医療機関の診療内容・サービスレベルを保証することはできません。受診に当たっては、
医療機関や医師と治療内容について充分協議され、同意の上治療を受けてください。医療
機関に対し、疑問や不明点等がある場合は、直接医療機関にお申し出ください。

Ji事故受付センター　国際電話識別番号 +81-3-6634-4151


