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株式会社 り そ な 銀 行

株式会社 埼 玉 り そ な 銀 行

  株式会社 近 畿 大 阪 銀 行

損害保険「りそなスマート保険」の取扱開始について

～「りそなスマート口座アプリ」で申込可能な少額損害保険～

りそなグループのりそな銀行（社長 東 和浩）、埼玉りそな銀行（社長 池田 一義）、近畿大阪銀

行(社長 中前 公志）は、本日よりスマートフォンアプリ専用の損害保険「りそなスマート保険」

の取扱いを開始しましたのでお知らせいたします。

 銀行初※1！スマートフォンアプリで加入できる損害保険です

この「りそなスマート保険」は、本日より提供を開始した「りそなスマート口座アプリ」をご

利用のお客さま専用の商品で、窓口にご来店いただくことなくスマートフォンで損害保険の申

込手続きが完結する商品です。

 普段の生活やイベントで「あったらいいな」と思う少額損害保険商品をラインナップ

これまで申込める場所が限られていた各種損害保険が、お客さま一人ひとりの生活シーンに合

わせて「いつでも」「どこでも」手軽にご契約いただけるようになります。

【取扱保険の種類】

保険種類 取扱商品名 引受保険会社名

自転車保険 ｅサイクル保険 東京海上日動火災保険株式会社

賃貸家財総合保険 お部屋を借りるときの保険 日新火災海上保険株式会社

海外旅行傷害保険 新・海外旅行保険 off! 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

傷害・介護保険※2 ケガと介護のそなえ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

ペット保険 ペットの保険 au損害保険株式会社

※1 2018年2月19日（月）現在、りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行調べに基づく

※2 2018年3月より取扱開始予定

以 上



別 紙

【商品概要】ｅサイクル保険（東京海上日動火災保険株式会社）

保険種類 自転車保険

適用される保険約款 傷害総合保険普通保険約款

付帯される主な特約 交通事故傷害危険のみ補償特約

保険

金額

契約プラン Ａプラン Ｂプラン Ｃプラン

死亡・後遺障害 500万円 300万円 300万円

入院保険金日額 5,000円 3,000円 3,000円

個人賠償責任 国内/国外 1億円 国内/国外 1億円 ―

保険料

型 家族型 夫婦型 本人型 家族型 夫婦型 本人型 家族型 夫婦型 本人型

一時払 11,620円 7,620 円 5,190 円 7,510 円 5,110 円 3,650 円 6,150 円 3,750 円 2,290 円

月払 1,010 円 660 円 450 円 660 円 450 円 320 円 540 円 330 円 200 円

保険期間 1年間

付帯サービス
メディカルアシスト（緊急医療相談、医療機関案内、予約制専門医相談等）

デイリーサポート（介護関連サービス、生活支援サービス）

【商品概要】お部屋を借りるときの保険（日新火災海上保険株式会社）

保険種類 賃貸家財総合保険

適用される保険約款 賃貸家財総合保険普通保険約款

付帯される主な特約 初回保険料の払込みに関する特約、保険契約の自動継続に関する特約 等

保険

金額

家財（注 1） 100万円 200万円 300万円

借家人賠償責任 2,000万円（1事故支払限度額）

個人賠償責任 1億円（1事故支払限度額）

修理費用 300万円（1事故支払限度額）

法律相談費用 30万円（保険期間中支払限度額）

保険料（年払）（注2） 4,000円 5,000円 6,000円

保険期間 1年間（自動更新）

付帯サービス すまいのサポート24（住宅トラブルの応急対応）

（注1）家財保険金額は100万円から 2,000万円の範囲内で、100万円単位で選択

（注2）保険料は家財保険金額に応じて決まり、4,000円から最高 23,000円まで

【商品概要】新・海外旅行保険 off!（損害保険ジャパン日本興亜株式会社）

保険種類 海外旅行傷害保険

適用される保険約款 新・海外旅行保険普通保険約款(治療費用補償)

付帯される主な特約 傷害死亡・後遺障害保険金補償特約、疾病死亡危険補償特約 等

保険

金額

プラン例
韓国2日間

（個人プラン）

台湾 4日間

（個人プラン）

ハワイ 6日間

（ファミリープラン）

傷害死亡・

後遺障害
3,000万円 1,000万円 1,000万円

治療費用 2,000万円 1,000万円 2,000万円

疾病死亡 3,000万円 1,000万円 1,000万円

個人賠償責任 1億円 1億円 1億円

携行品損害 50万円 30万円 70万円

救援者費用 2,000万円 1,000万円 2,000万円

航空機寄託手荷

物遅延等費用
10万円 10万円 10万円

保険料 2,000円 1,590円 5,560円

保険期間 渡航日数

付帯サービス
海外メディカルヘルプライン（現地キャッシュレス治療手配、医療通訳）

海外ホットライン（現地警察届出、示談交渉アドバイス等）



【商品概要】ケガと介護のそなえ（損害保険ジャパン日本興亜株式会社）※取扱予定商品

保険種類 傷害・介護保険

適用される保険約款 傷害総合保険普通保険約款、団体総合保険普通保険約款

付帯される主な特約 介護一時金支払特約 等

保険

金額

死亡 500万円

後遺障害 390～500万円（死亡保険金額の 78％～100％）

入院保険金日額 5,000円

通院保険金日額 3,000円

手術保険金
入院中の手術：入院保険金日額の10倍

外来の手術：入院保険金日額の5倍

個人賠償責任 1億円

介護一時金 300万円

親孝行一時金 300万円

保険料

本人年齢 20～24歳 30～34歳 40～44歳 50～54歳

親年齢

（親孝行一時金を

付帯する場合）

45～49歳 55～59歳 65～69歳 75～79歳

月払 1,870円 2,200円 3,770円 10,840円

保険期間 1年間（自動更新）

付帯サービス

メディカル＆関連サポートサービス（健康・医療相談、介護相談等）

メンタルヘルスサービス（メンタルヘルス相談、メンタルITサポート）

介護サポートサービス（家事代行、配食、見守り、リフォーム等）

【商品概要】ペットの保険（au損害保険株式会社）

保険種類 ペット医療費用保険

適用される保険約款 ペット医療費用保険普通保険約款

付帯される主な特約 通院治療費用保険金補償特約（通院ありタイプの場合）

保

険

金

額

コース 70％コース（治療費用の 70％支払） 50％コース（治療費用の 50％支払）

通院

あり

入院
70万円 50万円

手術

通院 28万円 20万円

通院

なし

入院
70万円 50万円

手術

保

険

料

ペット種類 猫2歳 小型犬 2歳 猫 2歳 小型犬 2歳

通院

あり

一時払 26,160円 27,920円 20,660円 21,910円

月払 2,400円 2,560円 1,890円 2,010円

通院

なし

一時払 13,260円 13,770円 10,790円 11,150円

月払 1,220円 1,260円 990円 1,020円

保険期間 1年間

付帯サービス かかりつけ獣医師ダイヤル


