【ゴルファー保険（1 日プラン）】
補償の内容
【保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合】
この保険は、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、他人に対する賠償責任の
ほか、ゴルファー自身の傷害、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロ
ス費用等を補償する保険です。
（注１）ゴルファー保険では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似の
スポーツは補償の対象となりません。
（注２）保険期間の開始時より前および保険期間終了後に発生した事故による損害に対しては、保
険金をお支払いできません。

保険金の種類
賠償責任
（注）

保険金をお支払いする主な場合

保険金をお支払い
できない主な場合

①故意によって生じた賠償金
②戦争、外国の武力行使、革命、
政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動
に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波または
これらに類似の自然変象に起因
する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親
族に対する賠償責任
⑤被保険者が所有、使用または
管理する財物の損壊について、そ
の財物に対し正当な権利を有す
る方に対して負担する賠償責任
（注１）法律上の損害賠償責任が生じない ⑥自動車（ゴルフ場敷地内におけ
るゴルフカートを除きます。）の所
にもかかわらず、相手の方に支払われた
賠償金等はお支払いの対象となりません。 有、使用または管理に起因する賠
償責任（※）
（注２）お支払いする保険金は適用される
法律の規定や相手の方の損害の額および ⑦被保険者と他人との間に損害
賠償に関する特別の約定がある
過失の割合等によって決定されます。
場合において、その約定によって
（注３）記名被保険者（加入依頼書等記載
の本人をいいます。）が未成年または無責 加重された賠償責任
任能力者の場合、記名被保険者に関する
など
事故にかぎり、親権者、その他の法定の監 （※）ゴルフカート自体の損害に対
督義務者および監督義務者に代わって記 する賠償責任については保険金
名被保険者を監督する方（記名被保険者
をお支払いできません。
の親族にかぎります。）についても被保険
者となります。
ゴルフの練習、競技または指導（これらに
付随してゴルフ場敷地内で通常行われる
更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みま
す。）中に発生した偶然な事故により、他人
（キャディを含みます。）にケガを負わせた
り、他人の財物を壊したりしたこと等によっ
て法律上の損害賠償責任を負った場合
に、損害賠償金および費用（訴訟費用等）
の合計金額をお支払いします。ただし、１
回の事故につき損害賠償金は保険金額を
限度とします。
なお、賠償金額の決定には、事前に損保
ジャパンの承認を必要とします。

ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または
指導（これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われ
る更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。）中
に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身
がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。

死亡
保険金
身
体
障
害

事故の発生の日からその日を含めて 180
日以内に死亡された場合、保険金額の全
額をお支払いします。ただし、すでに後遺
障害保険金をお支払いしている場合は、そ
の金額を差し引いてお支払いします。

①故意または重大な過失に起因
するケガ
②自殺行為、犯罪行為または闘
争行為に起因するケガ
③脳疾患、疾病または心神喪失
に起因するケガ
④戦争、外国の武力行使、暴動、
核燃料物質等によるもの
⑤地震、噴火または津波に起因
するケガ
⑥頸（けい）部症候群（いわゆる
「むちうち症」）、腰痛等で医学的
他覚所見（※）のないもの

死亡保険金の額＝保険金額の全額

など
後遺障害 事故の発生の日からその日を含めて 180
保険金 日以内に後遺障害が生じた場合、その程
度に応じて保険金額の４％～100％をお支
払いします。ただし、お支払いする後遺障
害保険金の額は、保険期間を通じ、保険
金額を限度とします。
後遺障害保険金の額＝保険金額×後遺障害
の程度に応じた割合（４％～100％）

入院
保険金

入院された場合、事故の発生の日からそ
の日を含めて 180 日以内の入院日数に対
し、１日につき保険金額の 1,000 分の 1.5 を
乗じた金額をお支払いします。
入院保険金の額＝保険金額×1.5／1000×入
院日数（事故の発生の日から 180 日以内）

（※）「医学的他覚所見」とは、理
学的検査、神経学的検査、臨床
検査、画像検査等により認められ
る異常所見をいいます。

通院
保険金

通院し、医師の治療を受けた場合、事故の
発生の日からその日を含めて 180 日以内
の通院日数に対し、90 日を限度として、１
日につき保険金額の 1,000 分の 1.0 を乗じ
た金額をお支払いします。ただし、入院保
険金をお支払いするべき期間中の通院に
対しては、通院保険金をお支払いしませ
ん。

通院保険金の額＝保険金額×1.0／1000×通
院日数（事故の発生の日から 180 日以内の 90
日限度）

（注１）通院されない場合であっても、骨
折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部
位（脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等）を固定す
るために医師の指示によりギプス等（※）を
常時装着したときはその日数について通
院したものとみなします。
（注２） 通院保険金の支払いを受けられる
期間中に新たに他のケガをされた場合
であっても、重複して通院保険金をお支払
いしません。
（※）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、
シーネその他これらと同程度に固定することが
できるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、
肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は
含みません。

ゴルフ用品
（注）

ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品につ
いて次の①または②の事由により生じた損
害に対して、時価（※）を基準に算出した損
害の額をお支払いします。ただし、保険期
間を通じ、保険金額を限度とします。
①ゴルフ用品の盗難（ただし、ゴルフボー
ルの盗難については、他のゴルフ用品と同
時に生じた場合にかぎります。）
②ゴルフクラブの破損または曲損
（※）「時価」とは、同等なものを新たに購入
するのに必要な額から使用や経過年月に
よる消耗分を差し引いて現在の価値として
算出した金額をいいます。修理が可能な場
合は、保険金額を限度として、時価額また

①故意または重大な過失によっ
て生じた損害
②自然の消耗または性質による
変質その他類似の事由によって
生じた損害
③置き忘れまたは紛失によって生
じた損害
④戦争、外国の武力行使、革命、
政権奪取、内乱、武装反乱その
他これらに類似の事変または暴
動によって生じた損害
⑤地震、噴火、洪水、津波または
これらに類似の自然変象によって
生じた損害

ホールインワ
ン
・アルバトロス
費用
（注）

は修繕費のいずれか低い方でお支払いし
ます。
（注）ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損
または曲損は、保険金お支払いの対象と
なりません。
日本国内にあるゴルフ場（※１）においてゴ
ルフ競技（※２）中にホールインワンまたは
アルバトロスを行った場合に、被保険者が
慣習として以下①から⑤までの費用を負担
することによって被る損害に対して、保険
金額を限度に保険金をお支払いします。ま
た、保険金をお支払いした場合において
も、保険金額は減額しません。
①贈呈用記念品購入費用（現金、商品券
等を除きます。）
②祝賀会費用（※３）
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴キャディに対する祝儀
⑤その他慣習として負担することが適当で
あると社会通念上認められる費用（保険金
額の 10％を限度とします。）
（※１）この特約における「ゴルフ場」とは、
日本国内に所在するゴルフ競技を行うため
の施設で、９ホール以上を有し、施設の利
用について料金を徴するものをいいます。
（※２）この特約における「ゴルフ競技」と
は、ゴルフ場において、他の競技者１名以
上と同伴し（ゴルフ場が主催または共催す
る公式競技の場合は、他の競技者の同伴
の有無は問いません。）、基準打数（パー）
35 以上の９ホール（ハーフ）、または基準
打数（パー）35 以上の９ホール（ハーフ）を
含む 18 ホールを正規にラウンドすることを
いいます。
（※３）「祝賀会費用」とは、ホールインワン
またはアルバトロスを行った日から３か月
以内に開催された祝賀会に要する費用を
いいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を
行う場合において、被保険者から損保ジャ
パンにゴルフ競技を行う時期について告
げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、
ホールインワンまたはアルバトロスを行っ

⑥ゴルフボールのみの盗難によ
って生じた損害
など

①ゴルフ場の経営者または使用
人（臨時雇いを含みます。）がそ
の経営または勤務するゴルフ場
で行ったホールインワンまたはア
ルバトロス
②ゴルフの競技または指導を職
業としている方の行ったホールイ
ンワンまたはアルバトロス
③日本国外で行ったホールインワ
ンまたはアルバトロス
など

た日から１年以内に開催されたゴルフ競技
に必要とする費用を含めることができま
す。
（注１）ホールインワン・アルバトロス費用
は、アマチュアの方のみお引き受けできま
す（ゴルフの競技または指導を職業・職務
として行う方はお引受けの対象外となりま
す。） 。
（注２）ホールインワン・アルバトロス費用を
補償する保険を複数ご契約されても、保険
金のお支払い限度額は、それらのご契約
のうち最も高い保険金額となります。
★ご注意ください！
キャディを使用しないセルフプレー中に達
成したホールインワンまたはアルバトロス
については、原則として保険金のお支払い
の対象となりません。ただし、以下①から
④までのいずれかを満たすときにかぎりお
支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、
署名・捺印された証明書が得られる場合
②会員となっているゴルフ場が主催または
共催する公式競技に参加している間のホ
ールインワンまたはアルバトロスで、その
公式競技の参加者または競技委員が目撃
しており、署名・捺印された証明書が得ら
れる場合
③ビデオ映像（ビデオ撮影機器による映像
で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等
が可能なもので、第１打からボールがホー
ル（球孔）に入るまで連続した映像のもの
にかぎります。）が提出できる場合
④同伴競技者以外の第三者（※）が目撃し
ており、署名・捺印された証明書が得られ
る場合
（※）例えば、前または後の組のプレーヤ
ー、そのゴルフ場の従業員ではないがショ
ートホールで開催している「ワンオンチャレ
ンジ」等の企画に携わるイベント会社の社
員、またはゴルフ場に出入りする造園業
者、飲食料運搬業者、工事業者をいいま
す。

（注１）補償内容が同様のご契約（※１）が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複す
ると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは
保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただ
き、補償・特約の要否をご判断ください。（※２）
（※１）賠償責任保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含み
ます。
（注２）1 契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族の状況変化（同居から別居
への変更等）により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注
意ください。

用語のご説明
用語
ゴルフ場

用語の定義
ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものを
いいます。
（注）ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義につい
ては、ホールインワン・アルバトロス費用の補償内容をご確認ください。
ゴ ル フ 場 敷 ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含
地内
みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。
ゴルフ用品 ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならび
にそれらを収容するバッグ類をいいます。
ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。
目撃
ホールインワンの場合は、被保険者が第１打で打ったボールがホール（球孔）に入
ることを、その場で確認することをいいます。
アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数（パー）より３つ少ない打数で打った
最終打のボールがホール（球孔）に入ることを、その場で確認することをいいます。
免責金額
支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。
傷害
急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身
（ケガ）
体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した
場合に生ずる中毒症状を含みます。
ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
・ 急激とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに
発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接
的で時間的間隔のないことを意味します。
・ 偶然とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果と
も偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
・ 外来とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該
当しません。
親族
６親等内の血族、配偶者または３親等内の姻族をいいます。
配偶者
婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。

(※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認めら
れないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
(※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認
められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいい
ます。
（注） 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思（同性パートナーの場合
は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思）をもち、同居により婚姻関係に
準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。
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