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保険のご案内

大阪府立北かわち皐が丘高等学校 様

東武トップツアーズ株式会社 大阪教育旅行支店
担当：神尾 直人
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国内学校旅行保険のご案内

東武トップツアーズは、貴校の修学旅行が素晴らしいものとなるよう精一杯サポートさせていただきますが、旅行には様々なリスク
が想定されるのも事実です。皆様のご旅行がより「安心・安全」なものとなるよう、様々なリスクに対応する国内学校旅行保険を
ご提案させていただきます。

安心その②

学校保険

安心その③

旅行参加者保険

安心その④

航空機欠航補償プラン
（学生用）

安心その⑤

修学旅行変更費用保険
Railway

＜様々なリスク＞
●傷害（おケガ）
●賠償責任
●新型インフルエンザ対応
●交通機関トラブル etc.

東武トップツアーズがおすすめする

国内学校旅行保険

安心その①

国内旅行傷害保険

コロナお守り
パック キャンセル保険
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国内旅行傷害保険
（「集合」～「解散」補償タイプ）

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

■保険期間／ご旅行期間（集合地～解散地まで）
■被保険者（保険の対象となる方）／旅行参加者
■対象旅行／５名以上の学校団体
■加入単位／参加者全員の一律加入Point

旅行参加者を対象とする保険です。所定の集合地に集合されてから所定の解散地で解散されるまでに発生
した事故による死亡・後遺障害から入院・通院、賠償責任まで様々な危険を補償します。

※ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店である東武トップツアーズまでお問い合わせください。
※「手術保険金」の支払額は、入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または5倍（入院中以外の手術）の額をお支払いします。
※死亡・後遺障害保険金額については、被保険者（保険の対象となる方）の年齢等に応じた引受けの限度額があります。
※ケガのため死亡、継続して14日以上入院され、安心その①-2にご加入の場合は、「救援者費用等」の生徒、生徒の親族・法定相続人に関する費用で補償の対象になるケースもございます。

国内旅行傷害保険
（「自宅」～「帰宅」補償タイプ）

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

旅行参加者を対象とする保険です。旅行の目的を持ってご自宅を出発されてからご自宅に帰着されるまでに発
生した事故による死亡・後遺障害から入院・通院、賠償責任まで様々な危険を補償します。

■保険期間／ご旅行期間（旅行の目的をもって住居を出発～住居に帰着まで）
■被保険者（保険の対象となる方）／旅行参加者
■加入単位／１名以上任意加入

Point

こんな時に保険金の支払いが受けられます

旅館の階段で
足を滑らせてしまった

旅行中の事故により
後遺障害が残った

お店の商品を誤って
壊してしまった

こんな時に保険金の支払いが受けられます

旅館の階段で
足を滑らせてしまった

持って行ったデジカメを
落として壊してしまった

ケガにより継続して
14日以上入院となり
親御様が迎えに行かれた

国内学校旅行保険のご案内（ について ）

※国内旅行傷害保険とは、国内旅行傷害保険（傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害
保険特約がセットされたものをいいます。）に賠償責任危険担保特約、携行品損害担保特約、
救援者費用等担保特約等をセットしたものです。

※国内旅行傷害保険とは、国内旅行傷害保険（傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害
保険特約がセットされたものをいいます。）に賠償責任危険担保特約、携行品損害担保特約、
救援者費用等担保特約等をセットしたものです。

通院保険金
入院・手術
保険金

死亡・後遺障害
保険金

賠償責任保険金
（保険金額限度）

保険期間 ４日（３泊４日）まで

ご契約タイプ ３L ５L ８L

傷害死亡・後遺障害保険金
額 1,500万円 2,500万円 5,000万円

傷害入院保険金（日
額）

4,900円 9,200円 12,000円

傷害通院保険金（日
額）

3,100円 6,100円 7,900円

賠償責任保険金額
（免責金額0円）

2,000万円 2,000万円 2,000万円

保険料（1名あたり) ３００円 ５００円 ８００円

通院保険金
携行品損害
保険金

死亡・後遺障害
保険金

救援者費用等
保険金

保険期間 ３日（２泊３日）まで

ご契約タイプ ＬＥ ＬＨ ＬＫ

傷害死亡・後遺障害保険金
額 500万円 800万円 1,000万円

傷害入院保険金（日額） 4,500円 6,700円 9,350円

傷害通院保険金（日額） 2,900円 4,400円 6,200円

賠償責任保険金額
（免責金額0円）

2,000万円 3,000万円 3,000万円

携行品損害保険金額
（免責金額3,000円）

5万円 10万円 10万円

救援者費用等保険金額 10万円 15万円 20万円

保険料（１名あたり） ５００円 ８００円 １，０００円
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国内学校旅行保険のご案内（ について）

■保険期間／ご旅行期間
（旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまで）

■被保険者（保険の補償を受けられる方）／学校の設置者
■対象旅行／教職員が同行する学校行事としての旅行（３０日以内）
■加入単位／旅行参加者全員一律加入

学校保険
（学校旅行総合保険／学校条項／国内旅行）

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

学校の設置者を対象とする保険です。修学旅行中、事故による学校の不意の出費（緊急対応費用・
賠償責任・弔慰費用等）を補償します。

Point

※ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、
代理店である東武トップツアーズまでお問い合わせください。
※対象となる旅行の詳細は、パンフレットをご参照ください。

■保険期間／ご旅行期間
（旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまで）

■被保険者（保険の対象となる方）／参加者全員
■対象旅行／教職員が同行する学校行事としての旅行（３０日以内）
■加入単位／旅行参加者全員一律加入

旅行参加者保険
（学校旅行総合保険／旅行参加者条項／国内旅行）

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

旅行参加者を対象とする保険です。
旅行に参加される方全員（生徒・引率の先生・付添いのご親族等）を保険の対象とします。

Point

※ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、
代理店である東武トップツアーズまでお問い合わせください。
※対象となる旅行の詳細は、パンフレットをご参照ください。

こんな時に保険金の支払いが受けられます

捜索救助費用
教職員・親族等派遣費用
（保険金額限度）

学校緊急対応費用

事故によって生死の確認が
不可能または捜索活動を要する

賠償責任保険金
（保険金額限度）

賠償責任

旅行中のケガ等で学校が
法律上の賠償責任を負担した

弔慰費用保険金
（保険金額限度）

弔慰費用

旅行中に発病した病気
またはケガがもとで死亡

等

（旅行参加者1名あたり）

U３ U1 U４

１０0万円 ３0万円 30万円

対人（免責金額1万）

対物（免責金額1万）

50万円 50万円 0万円

108円 49円 40円
お支払い頂く保険料
（１名あたり）

1名5,000万円　／　1事故10億円

1事故5,000万円
学校賠償責任

学校緊急対応費用（1名あたり）

弔慰費用（1名あたり）

保険金額
ご契約タイプ

こんな時に保険金の支払が受けられます

死亡保険金
後遺障害保険金
入院特別保険金

傷 害

●集合場所に向かう途中、車にはねられた
●ホームの階段で足を滑らせ入院した

個人賠償責任保険金
（保険金額限度）

個人賠償責任

●ホテルの備品である電気スタンドを
転倒させて壊した

救援者費用保険金
（保険金額限度）

救援者費用

●病気・ケガ等で医師の治療を受けて
その後の予定していた旅行参加が
全く不可能に・・・

等

（旅行参加者1名あたり）

Ｓ１ Ｓ２ Ｓ３

1,000万円 2,000万円 3,000万円

5,000万円 5,000万円 5,000万円

50万円 50万円 50万円

265円 428円 591円
お支払い頂く保険料
（１名あたり）

傷害入院特別保険金

救援者費用

入院期間　6ヶ月以上　　　　　  10万円
入院期間　3ヶ月以上6ヶ月未満　 5万円
入院期間　1週間以上3ヶ月未満　 3万円
入院期間　1週間未満　　　　　　 1万円

個人賠償責任（免責金額0円）

傷害死亡・後遺障害

保険金額
ご契約タイプ
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について

航空機欠航補償プラン（学生用）
引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

修学旅行変更費用保険Railway
引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

保険責任期間／加入申込日の翌日午前0時又は、最初の利用予定航空便の
搭乗予定日の14日前の午前0時のいずれか遅い時に始まり、最終の利用予定
航空便の搭乗予定日の午後12時又はその旅行の終了時のいずれか早い時に終わります。

被保険者（補償の対象となる方）／修学旅行等を実施する学校又はこれに準ずる団体
加入単位／旅行参加者全員一律加入

保険責任期間／加入申込日の翌日午前0時又は最初の利用予定電車の乗車
予定日の14日前の午前0時のいずれか遅い時に始まり、最終の利用予定電車の乗車予
定日の午後12時又はその旅行終了時にのいずれか早い時に終わります。

被保険者（補償の対象となる方）／修学旅行を実施する学校又はこれに準じる団体
加入単位／旅行参加者全員一律加入

お支払いする保険金 お支払いする保険金の内容は「航空機欠航補償プラン」と同様、
【追加宿泊費用】【追加交通費用】【追加食事費用】となります。

（旅行変更費用保険特約条項（遅延および乗継担保）等付帯 費用・利益保険） （修学旅行変更費用保険特約条項（特急列車等利用）、テロ危険不担保特約条項、地震

危険担保特約条項等付帯 費用・利益保険）※国内線航空機を利用する修学旅行等において、悪天候等の不測かつ突発的な事由により、
利用予定航空便が欠航・着陸地の変更または3時間以上の到着遅延となった場合（標準タイ
プ・乗継対応タイプ）もしくは利用予定日に最初に搭乗した利用予定航空便が60分以上遅
延して到着することにより、旅行参加者が乗継地において次に搭乗予定であった利用予定
航空便に搭乗できなかった場合（乗継対応タイプ）に、予定外の追加宿泊費用・追加交通
費用・追加食事費用の支出を余儀なくされることによって被る損害を補償する保険です。

※新幹線のみ、新幹線・特急電車等利用の併用、または特急電車等のみを利用する修学
旅行等において、台風・豪雨・地震・雪害等の不測かつ突発的な事由により、利用予定

電車等の運休・2時間以上の到着遅延・運転打ち切りとなった場合に、予定外の追加宿
泊費用・追加交通費用・追加食事費用の支出を余儀なくされることによって被る損害を

補償する保険です。

【追加宿泊費用】 【追加交通費用】 【追加食事費用】

※ご契約にあたっては、必ず「国内学校旅行保険」パンフレットをよくお読みください。
詳細は保険約款によりますが、ご不明な点等がある場合には、代理店である東武トップツアーズまでお問い合わせくださ
い。

1名・利用予定航空便1フライトあたり

標準タイプ

― Eタイプ Fタイプ Gタイプ

支払限度額 30,000円 20,000円 15,000円

保険料 270円 180円 135円

乗継対応タイプ

― Kタイプ Lタイプ Mタイプ

支払限度額 30.000円 20,000円 15,000円

保険料 675円 450円 338円

(注) 追加食事費用は、１名1食あたり3,500円を限度とします。

■航空機欠航補償プラン（学生用）・修学旅行変更保険Railway 共通のご案内

• 搭乗もしくは乗車予定日（複数ある場合は最も早い日とします）の14日前（2週間前の同
じ曜日の日）までのお申し込みが必要です。それ以降のお申し込みはお引き受けできませ
ん。

• 保険契約は東武トップツアーズー㈱と引受保険会社との間で締結いたします。
• 保険責任期間の始期以降にお客様の事情により解約された場合、保険料は返還できません
のでご注意ください。

• 収益の額、事故もしくは損害が生じたことにより支出を免れた金額または他人から回収し
た金額がある場合は、これらの金額を控除した額のお支払いとなります。

※ご契約にあたっては、必ず「国内学校旅行保険」パンフレットをよくお読みください。詳細は保険約款によりま
すが、ご不明な点等がある場合には代理店である東武トップツアーズまでお問い合わせください。

タイプ 新幹線のみ利用
新幹線・特急電車等の併

用

支払限度額

片道（日帰りの往復含む）
1名・1乗車日あたり 15,000円

(注)追加食事費用は１名1食あたり3,500円を限度とし、2,000円までは全
額を2,000円を超える部分については超過額×90％のお支払いとなります。

保険料
(1名・1乗車日あたり)

95円 170円
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コロナお守りパック


