
富士通トラベランスJCB/UCカードの海外旅行傷害保険のご案内 

    富士通トラベランスJCB/UCカードには、最高5,000万円の海外傷害保険が自動付帯されており、年何回でも 
     適用されます。渡航先での万が一に備え、富士通トラベランスJCB/UCカードをお持ちいただくと安心です。 
 

 （１）保険の対象者 ：  富士通トラベランスJCB/UCカード会員 （本会員・家族会員） 
 

 （２）補償期間      ：  １回の渡航につき出発日より３ヶ月 
                        ※海外保険サービスはカード発行日の翌日以降のご旅行の適用となります。  
                                    ※年何回でもご利用いただけます。  

 （３）補償内容          

   
 

 （４）海外アシスタントサービス（総称） JCB：日本語安心サービス UC:損保ジャパンメディカルヘルプライン/海外ホットライン 

   海外出張中にケガや病気をされたとき、また損害賠償を請求されたり、携行品の損害が生じたときなど 

    さまざまな事故や保険ついてのご相談を世界各都市に設置した日本語センターで、24時間・365日 
   お応えいたします。    

【例えば、4泊6日でアメリカに出張をした場合】 
某保険会社で上記補償の保険をかけた場合の保険料は以下の料金になります。 

＜ＪＣＢと同様の補償の場合＞6,600円 ＜ＵＣと同様の補償の場合＞6,540円     

 ＜主なサービス内容＞ 

     ※アシスタントサービス費用は、海外旅行傷害保険で補償される金額までは保険金として精算いたします。 

      ※サービス費用が保険金額を超えたとき、または費用の一部が保険の対象とならないときは、会員の皆さまに 
        お支払いできない費用およびその費用に対するアシスタンス会社の手数料を自己負担していただきます。 
        詳しくは、各カード会社の保険会社にご確認ください。 
      ※サービスをご利用される場合は、オペレーターにカードの種類、カード番号等をお伝えする必要がございますので 

        渡航先には、富士通トラベランスＪＣＢ/UCカードをお持ちください。         
        

  ※ご注意）富士通トラベランスカードには疾病死亡の補償は付帯されておりません。 

　・医師、医療施設の紹介、案内
　・医療費のキャッシュレスサービス
　・医師や医療機関との緊急時の通訳サポート
　・患者の医療施設への移送
　・患者の本国への移送　など

　・賠償事故の場合の現地アジェスターとの仲介
　・警察への盗難届、事故証明書入手などのサポート
　・保険金請求に必要な書類の手配　など

ケガや病気の場合の緊急アシスタントサービス

その他のアシスタントサービス

2012年7月現在 

2012年7月現在 

４００万円限度

最高 ５，０００万円

１５０万円限度

１５０万円限度

２，０００万円限度

１旅行５０万円限度
年間１００万円限度

２００万円限度救援者費用

最高 ５，０００万円

３００万円限度

３００万円限度

５，０００万円限度

１旅行５０万円限度
保険期間中１００万円限度

傷害による・死亡・後遺障害

傷害による治療費用

疾病による治療費用

賠償責任

携行品
（1事故自己負担額3,000円）

http://www.jcb.co.jp/
http://www.travelance.fujitsu.co.jp/card/carduc/contents1.html


①富士通トラベランスＪＣＢカード （日本語安心サービス） 

海外アシスタントサービスを利用した出張者の声  
 

①出張者Ａさん 
  出張中、ホテルの階段で足を踏み外し、骨折をしてしまいました。事故後、トラベランスＪＣＢカードの付帯サービスである 
   「海外アシスタントサービス/日本語安心サービス」に連絡をすると、日本人医師のいる病院の紹介や保険請求の手続き    
  方法について親切に対応いただき、大変助かりました。 
  また、病院へ支払った治療費用も海外旅行傷害保険（治療による治療費用）の補償金でカバーすることができました。 
 

②出張者Ｂさん 
 出張中、食事があわずにお腹をこわしてしまいました。多額の現金を所持しておらず、病気で治療を受けるのが不安でしたが 
 トラベランスＵＣカードの付帯サービスである「損保ジャパン海外メディカルヘルプライン」に相談をすると、現金を所持しなくて 
 も治療が受けられるキャッシュレス提携病院を紹介してくださいました。 

 （５）海外アシスタントサービス（総称）の連絡先  
   滞在地域によって連絡先の日本語センターおよび電話番号、電話方法が異なります。 

    地域と連絡先をご確認のうえ連絡ください。   

※1 その他の地域もしくはトールフリーダイヤルがご利用できない場合 
    はコレクトコールで東京センターまでご連絡ください。 
※3 中国（北部）・・華北地区（北京市、天津市、河北省、山西省など） 
    中国（南部）・・上海市、重慶市など     

②富士通トラベランスＵＣカード （損保ジャパン海外メディカルヘルプライン/損保ジャパン海外ホットライン） 
＜ケガ・病気の場合/海外メディカルヘルプライン＞ ＜ケガ・病気以外のトラブル場合/海外ホットライン＞ 2012年7月現在 

ご注意）サービス内容、連絡先については変更になる可能性がございます。最新情報につきましては、当社ホームページで 
     確認くださいますよう、お願いいたします。 

2012年7月現在 

アメリカ本土・アラスカ・ハワイ・グァム・サイパン 1-877-243-4117

アルゼンチン 0800-666-1467

ウルグアイ 0004-019-0426
1-877-791-2146

コロンビア 01-800-518-1441

ブラジル 0800-892-3137
0800-54-439
001-800-514-6614
800-9656
1-800-94-8313
800-081-3-0042
0808-234-3816
1-809-456-613
8007-89642
0-800-296-200
0800-022-8239
00800-1612-206-6613
0800-55-1068
020-79-2823

スペイン 9009-58170

チェコ 800-700-975
8088-6981
0800-181-0836
800-16295
06-800-19046

フランス 0-800-91-5290

ベルギー 0800-73271
00800-811-3248
800-827-645

南アフリカ 0800-98-3170

モナコ 800-93-694

ルクセンブルグ 800-27-154

ロシア 8108-002-054-4081

ポーランド
ポルトガル

滞在地

デンマーク
ドイツ
ノルウェー

ギリシャ
スイス

ハンガリー

アラブ首長国連邦
イギリス
イスラエル
イタリア

スウェーデン

オーストリア
オランダ

北アメリカ
中南米

太平洋諸島

ヨーロッパ
中近東
アフリカ

電話

カナダ

ペルー
メキシコ
アイスランド
アイルランド

中国（北部） 108008132783

中国（南部） 108004812966

上記番号が利用できない地域 018-888-8188
800-90-5122

台湾 00801-81-4652

韓国 00798-81-7-1702
8-008-102-354
0008-001-00-7804
0018-030-081-1304
001-800-814-5141
1-800-1816-0289
1-800-81-5067
011-242-2217
1-800-084-046
0-800-885-078

地域国を問わず（コレクトコール*1) 国番号（81)3-5213-0285

滞在地 電話

香港

シンガポール
インド

アジア

オセアニア

インドネシア
タイ
フィリピン
マレーシア
スリランカ
オーストリア
ニュージーランド

アメリカ本土・ハワイ・アラスカ・カナダ 1800-233-2203　 無料電話

無料電話がご利用になれない場合や アメリカ本土内から 804-673-1144 コレクトコール

上記以外の国・地域から アメリカ本土外から (1)804-673-1144 コレクトコール

800-810-9784　　 無料電話

電話機の種類等により利用出来ない場合があります。

無料電話がご利用になれない場合や 中国国内から 010-8447-5985 コレクトコール

上記以外の国・地域から 中国国外から (86)10-8447-5985 コレクトコール

800-96-3010   無料電話

00801-65-1166 無料電話

00798-651-7029 無料電話

1877-232-0747 無料電話

1800-3041756 無料電話

001-803-65-7187 無料電話

電話機の種類等により利用出来ない場合があります。

1800-80-1013 無料電話

1800-1-651-0065 無料電話

12065143 無料電話

1800-553-152 無料電話

0800-44-9345 無料電話

(65)6535-5554 コレクトコール

1800-600-234 無料電話

電話機の種類等により利用出来ない場合があります。

無料電話がご利用になれない場合や 02-302-6535

上記以外の国・地域から (66)2-302-6535

0800-312-002 無料電話

0800-90-84-60 無料電話

800-791-034 無料電話

0800-182-3992 無料電話

無料電話がご利用になれない場合や 020-8840-8363 コレクトコール

上記以外の国・地域から (44)20-8840-8363 コレクトコール

(81)3-3811-8127 コレクトコール

03-3811-8127 コレクトコール

中国 (香港・マカオ省く）

香港・マカオ
台湾
韓国
グアム・サイパン
シンガポール

マレーシア

インドネシア

イタリア
ドイツ

タイ国内から

タイ国外から

イギリス
フランス

海外から

イギリス国内から

イギリス国外から

国内から

タイ
センター

電話番号滞在地 センター

無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国・地域から

タイ

フィリピン
ベトナム
オーストラリア
ニュージーランド

ロンドン
センター

東京
センター

北米・中南米
ハワイ

中国

アジア
オセアニア

グアム
サイパン

欧州・アフリカ
中近東・ロシア

上記センターに連絡が
取れない場合

アメリカ
センター

北京
センター

シンガポール
センター

アメリカ本土・ハワイ・アラスカ・カナダ
グアム・サイパン
無料電話がご利用になれない場合や アメリカ本土内から 949-437-9632 コレクトコール
上記以外の国・地域から アメリカ本土外から (1)949-437-9632 コレクトコール

800-820-8775　　 無料電話
電話機の種類等により利用出来ない場合があります。

無料電話がご利用になれない場合や 中国国内から 021-6841-2029 コレクトコール
上記以外の国・地域から 中国国外から (86)21-6841-2029 コレクトコール

2868-4392 コレクトコール
00801-855-769 無料電話
00798-8521-6279 無料電話
6738-3959 コレクトコール
001-800-656-348 無料電話
電話機の種類等により利用出来ない場合があります。

無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国地域から (65)6738-3959 コレクトコール

オーストラリア 1800-02-1066 無料電話
無料電話がご利用になれない場合や オーストラリア国内から 02-8218-5097 コレクトコール
上記以外の国・地域から オーストラリア国外から (61)2-2818-5097 コレクトコール

0800-028-89-32 無料電話
0800-770-241 無料電話
800-781-810 無料電話
0800-182-1737 無料電話

無料電話がご利用になれない場合や 020-8080-0250 コレクトコール
上記以外の国・地域から (44)20-8080-0250 コレクトコール

(81)18-803-0678 コレクトコール
0120-007-211 無料電話
018-803-0678 コレクトコール

シドニー
オフィス

香港
オフィス

シンガポール
オフィス

オセアニア

アジア

香港・マカオ
台湾
韓国
シンガポール

タイ

中国

滞在地 電話番号 センター

北米・中南米
ハワイ

ロサンゼルス
オフィス

1800-366-1572　 無料電話

中国 (香港・マカオ省く）
上海

オフィス

欧州・アフリカ
中近東・ロシア

イギリス

ロンドン
センター

フランス
イタリア
ドイツ

イギリス国内から

イギリス国外から

上記センターに連絡が
取れない場合

海外から
日本

オフィス国内から
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