スポーツお見舞金案内書(オアシス）改訂＿'12/3/13

見舞金制度のご案内

『 オ ア シ ス W E L B O X 』見 舞 金 規 程
【目的】

【見 舞 金を支 払わない 場合−その 2】

第1条

第5条

本規程は、株式会社イーウェル（以下「甲」という。）が提供するサービスに加入した顧客

第 3 条（見舞金を支払う場合）の規程にかかわらず、甲は、次の各号に掲げる事由のい

（以下「乙」という。）を対象に運営する見舞金制度の取扱いについて定めるものとする。

毎日を健康に、もっとエンジョイしたい、
そんなアクティブな皆様をバックアップ！！

ずれかに該当する間に生じた事故によって被った身体障害に対しては、見舞金を支払
いません。

【用語の定義】

（1） 乙が山岳登はん（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

第2条

もの）、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量

本規程において、次の各号に掲げる用語はそれぞれ次の定義に従うものとする。
（1）提供するサービス
オアシス WELBOX をいう。
（2）事故
外来性（物にぶつかる等）のある急激、かつ偶然な損害、傷害をいう。
（3）盗難
強盗、窃盗の侵入盗をいう。
（4）対象施設・建物
乙が所属し、オアシス WELBOX に加入したスポーツクラブで甲が指定したス
ポーツクラブの施設・建物（建物の所在する敷地内の駐車場・駐輪場を含む）
をいう。ただし、日本国内に所在する建物に限る。
（自動車（送迎バス含む）、自転
車に関する事故については対象となりません。）
（5）入院
医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院ま
たは診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。
（6）通院
医師による治療が必要な場合において、病院、診療所または接骨院・整骨院に
通い、医師もしくは柔道整復師の治療を受けることをいう。
（整体・針灸は不可）
（7）対象物
スポーツシューズ（館内用のものに限る）／テニスラケット／ゴルフクラブ／
自転車／腕時計等の貴金属※

動力機（モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等）搭乗、
た身体障害
（2） 乙が自動車、原動機付自転車、モータボート（水上バイクを含みます。）ゴーカー
ト、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競走、興行（いずれ

第 6 条 甲が乙に対して支払う見舞金の額は、以下の通りとします。

【見 舞 金を 支 払う場 合】

見舞金種類

見舞金額
31日以上

入院見舞金
（入院日数別）
※1

通院見舞金
（通院日数別）
※1

盗難見舞金

15日以上

30日以内

50,000円

8日以上 14日以内

30,000円

1日以上 7日以内

20,000円

31日以上

50,000円

15日以上

見舞金最大10万円

100,000円

30日以内
14日以内

20,000円

1日以上

7日以内

10,000円

スポーツシューズ（ペア）

3,000円

テニスラケット（1事故につき）

3,000円

ゴルフクラブ（1事故につき）

3,000円

自転車（1事故につき）

3,000円

※2

腕時計等の貴金属 （1事故につき）

乙が行う見舞金の請求は入通院・盗難見舞金、各年間 1 回とする。また、事故の発生か
ら過去 1 年以内の事故により同等の見舞金を支払っている場合には見舞金は支払い

いいます。）を被った場合に、乙に対して見舞金を支払う。ただし、警察に盗難届を出し、

ません。

かつ届出が受理された場合に限る。

3．

2．

甲が支払う 1 事故あたりの見舞金は、100,000 円を限度とします。
【見舞金の請求書類】

ければならない。

第4条

（1） 所定の見舞金請求書（事故状況等、記載漏れの無いもの。）

前条の規程にかかわらず、甲は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって損害が生じ

（2） 警察への盗難届出をした際の受理番号。ただし、盗難見舞金請求時に限る。
（3） 医師の証明書。ただし、入院見舞金・通院見舞金請求時に限る。
（ただし通院日

領収書の提出でOK

トプ ロ グ ラムをご 用 意 して い ま
す。確かな安心で、皆様をしっかり
バックアップ！どうぞ、アクティブ
なスポーツクラブライフをお楽し
みください。

ケガの場合
はい

事 故 直 後 にチェック！

いいえ

盗難の場合
はい

いいえ

（同意する） （同意しない）（同意する） （同意しない）

1

事故の内容をクラブスタッフに報告していますか？

2

事故（ケガ・盗難）はスポーツクラブ施設内でしょうか？

3

事故発生日にOASIS WELBOXに在籍していましたか？

4

ご請求はOASIS WELBOX会員ご本人でしょうか？

5
6

数 7 日以内の場合は病院名記載の領収書※写しでも可）
（4） 所定のスポーツクラブが認めた在籍・事故証明書

7

（5） その他甲が必要と認める書類

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

※報告が無く、事故の原因（時間や場所）を特定できない場合はお支払い対象外となります。

※施設内の事故と特定できない場合はお支払い対象外となります。

※OASIS WELBOXに在籍していることが条件となります。

※OASIS WELBOX会員ご本人が対象となります。

事故の内容は急激・偶然・外来（物にぶつかる等）にあてはまりますか？
※既往症やご病気、突発性ではない場合や疲労の蓄積によるケガ（腰痛や筋肉痛・肩こり・しっしん・
むちうち症・テニス肘等）の場合はお支払い対象外となります。

1年以内に見舞金の支払いを受けたことはありませんか？
※過去1年以内にお支払いがあった場合、お支払い対象外となります。

見舞金規程をお読みいただき、内容について同意いただけますか？
※同意いただけない場合は、お支払い対象外となります。

2．
乙が前項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しな
かったときもしくは不実の記載をしたときは、甲は見舞金を支払いません。

申請書の記入後、郵 送 前 にチェック！

3．
乙以外の者からなされた見舞金請求に対しては、甲は見舞金を支払いません。
第 3 条に定める見舞金支払いの事由が発生した日より 6 ヶ月を経過した後になされ
た見舞金請求に対しては、甲は見舞金を支払いません。ただし、6 ヶ月以上の入院、通院

ケガの場合

8

申請内容は事故（ケガ･盗難）発生日から6ヶ月以内ですか？

9

申請書類は事故発生から6ヶ月以内に見舞金デスクに到着しますか？

4．

※事故発生日から6ヶ月以上経過している内容の申請は、お支払い対象外となります。

※ただし6ヵ月以上の入院、通院が継続している場合は、事故発生から7ヵ月以内とします。

盗難の場合

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

が継続している場合は、事故発生日から 7 ヶ月を経過した後になされた見舞金請求に
対しては、甲は見舞金を支払いません。

10

通院日数が8日以上の場合や、入院の場合は診断書を取り付けていただいていますか？

11

病院･診療所・接骨院・整骨院での治療で、医師、柔道整復師による治療ですか？

※必要書類がそろっていない場合、不備となり、お支払い対象外となります。

【個人情報の取扱い】
第8条

2．
甲は、原因の如何を問わず、頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛で他覚症状 ※の
ない身体障害、または疲労の蓄積等、急激性のない傷害（いわゆる「テニス肘」等）に対
しては、見舞金を支払いません。

るものとする。

※他覚症状とは…理学的検査、神経学検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいう

2．

3．
甲は、原因の如何を問わず、疾病および既往症に対しては、見舞金は支払いません。

甲は、乙の個人情報については、見舞金制度以外の用途に使用しないものとする。

乙は、甲が見舞金制度の円滑な運営のため、甲に対し、見舞金請求書、診断書を提出し、
かつ、症状・治療内容等について、必要により治療・検査記録を受領することを同意す

12

【規程の改廃】
第9条
甲は、乙の承諾無しに本規程を改定または廃止することができるものとする。
平成 24 年 4 月 1 日現在
以上

表4

通院日数7日以内なら

★下記の事項に1つでも「いいえ」がある場合は見舞金お支払い対象外となります。
★全ての項目が「はい」であっても、審査結果によってはお支払できない場合がございます

第7条
乙が見舞金の支払いを受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を甲に提出しな

4．
甲は、日常生活に支障がない身体障害の治療に対しては、見舞金は支払いません。
（電
気治療のみの継続や、治療期間中にスポーツクラブに通っている場合等）

※指定の対象物のみとなります。

に、見 舞 金をお支 払いするサポー

見 舞 金申請チェック

甲は、補償対象期間中に、日本国内の対象施設において発生した外来性のある急激か

た場合には、見舞金を支払いません。
（1） 乙の故意もしくは重大な過失または法令違反
（2） 乙の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による身体障害
（3） 乙の脳疾患、疾病または心神喪失による身体障害
（4） 乙の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置による身体障害
（5） 乙に対する刑の執行による身体障害
（6） 対象物が対象施設・建物外にある間に生じた盗難
（7） 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
（8） 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（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区に
おいて著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
（9） 核燃料物質（使用済核燃料を含みます。以下同様とします。）もしくは核燃料物
質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。）の
放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
（10）（7）から（9）の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基
づいて生じた事故
（11）（9）以外の放射線照射または放射能汚染

盗難も見舞金対象

万が一、ケガや盗 難にあった場合

5,000円

※1. 見舞金支払いの対象となる日数は、事故発生から 6 ヶ月以内とする。
※2. 貴金属とは腕時計、指輪、ネックレス、ブレスレット、イヤリング（ペア）、ピアス（ペア）のことをいう。

甲は、
補償対象期間中に対象施設・建物内にて対象物が盗難により盗取（以下「損害」と

【見舞金を支払わない場合̶その 1】

施設内での

※見舞金制度は保険商品ではありません。

30,000円

8日以上

第3条

見舞金を支払う。なお、入院・通院・盗難は事故発生日から 6 ヶ月以内を対象とする。

皆 様 が ス ポーツクラブ 施 設 内 で

【見舞金の額】

2．

つ偶然な事故により、乙がその身体に傷害を被った結果、入院または通院した場合に

OASIS WELBOX で は、会 員 の

つの 安心ポイント
つの

ケガの場合は、
なんと初日からカバー

もそのための練習を含みます。）をしている間に被った身体障害

※貴金属とは腕時計、指輪、ネックレス、ブレスレット、イヤリング（ペア）、ピアス（ペア）のことをいう。

（8）補償対象期間
本規程の有効期間をいい、乙にオアシス WELBOX のサービスが付帯された当
日から脱退した日までとする。ただし、脱退前の事故による入院または通院につ
いては、事故発生日から 6 ヶ月を限度として、当該入院または通院が終わった
日までとする。

4

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を行っている間に被っ

※整体・針灸はお支払い対象外となります。

見舞金申請書は正しく、漏れなく記入していますか？
※記入内容に不備がある場合、再提出となります。

※上記で全て「はい」
になっても事故の内容によってはお支払いできない場合がございます。
※日常生活に支障がないと判断した場合（電気治療のみの通院や、
治療期間中にスポーツクラブに通い、
運動をする等（リハビリ除く）
）は、
お支払い対象外となります。
※見舞金申請書の事故原因・状況は詳しく正確にご記入ください。
※ご提出書類の記入漏れや必要書類の不足、不備等がございますと、
再提出となります。

表1

