ペッツベストはペットにかかわるすべての人のお役
に立ちたいと考えています
ペットの飼い主様はもちろん、ブリーダーの皆様もペットを愛し、ペットがあ
たたかい家族に恵まれて幸せな生涯を送れることを願っています。
これまではペットの飼い主様の医療費負担を軽くすることで、家族であるペッ
トが十分な治療を受けられるようにと心掛けてきましたが、ブリーダーの皆様
も我が子のように愛情を注いできたペットをお譲りしたあと、不幸にして先天
性異常等が判明してしまいますと、ペットへの悲しい思いの中、飼い主様への
補償にも心遣いが求められます。
そんな状況において、ペッツベストはせめて経済的な負担だけでも軽くし、飼
い主様への誠意ある対応の一助になればという思いから、この保険を開発いた
しました。
万が一のとき、愛情ある対応ができるブリーダーこそが、飼い主様だけでなく
ペット(たぶんそうだと思います)からも、この業界に望まれるブリーダーなの
だと思います。
そのお手伝いをペッツベストに任せていただけませんか？

ペット保険

ブリーダーのための専用保険が誕生！
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販売した犬と猫に契約不適合が判明し、
販売した犬と猫に契約不適合が発見され、
契約不適合責任を履行した際の損害賠償金をカバーします！
契約不適合責任を履行した際の損害賠償金をカバーします！
被保険者様が販売・引き渡した被保険動物に契約不適合が判明し、売主の契約不適合責任を履行した際に
生じる代替動物提供費用またはその費用に代わる損害賠償金をカバーします。

支払限度額

3か月プラン

（保険期間3か月）

被保険動物
販売価格の

50％ 25万円
または

2,940円
一時払保険料

6か月プラン

（保険期間6か月）

ペ ッツ ベ スト 少 額 短 期 保 険 株 式 会 社

いずれかの低い額を
補償いたします。

5,880円
一時払保険料

ペット瑕疵担保責任保険

ペット保険

業界初
保険のしくみ
②保険料

ブリーダー
（売主）

①販売

❸

瑕疵
判明

⑤代償請求

（少額短期保険会社）

⑧保険金

❶ 犬猫を販売
❷ 保険料を納付、被保険動物データを送付
❸ 瑕疵判明
❹ 動物病院の診断書
❺ 買主からの代償請求書
❻ 買主への代償をする
❼ ペッツベストへ保険金を請求する
❽ 保険金を受け取る

⑥代償等

ペットオーナー
（買主）
④診断書

保険適用となる主

動物病院
保険金額
支払限度額

ペッツベスト

⑦保険金請求

被保険動物
販売価格の

50

疾患

●臍ヘルニア

●股関節形成不全

●膝蓋骨脱臼

●門脈体循環シャント ●レッグペルテス病

％

25

または

●涙管狭窄
等

万円 補償いたします。

いずれかの低い額を

保険料
3か月プラン

（保険期間3か月）

2,940円

一時払保険料

6か月プラン

（保険期間6か月）

■加入条件 出生後90日までに販売し引き渡された犬または猫

5,880円
一時払保険料

■保険料払込方法 銀行振り込み
代理店名

ペ ッツ ベ スト 少 額 短 期 保 険 株 式 会 社
登録番号:関東財務局長（少額短期保険）第49号

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル 1F

0120-744-125

受付時間/9:00〜17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

募図020-01（20.2）

ペット瑕疵担保責任保険
普通保険約款・特約

ペッツベスト少額短期保険株式会社
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普通保険約款
第１章

用語の定義条項

第１条（用語の定義）
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
定 義
第一種動物取扱業者
動物の愛護及び管理に関する法律（以下「動物愛護管理法」といいます。）第
10 条第１項に規定する第一種動物取扱業の登録を受けたブリーダーまたはペ
ット販売店等の事業者をいいます。
被保険動物
日本国内において、買主に引き渡された動物（注）であって、動物愛護管理法
第 22 条の 6 第 1 項に規定する犬猫等の個体に関する帳簿（以下「法定帳簿」
といいます。）に記載された動物に限ります。
（注）販売の用に供する犬または猫をいい、出生後 90 日を経過したものを除
きます。
被保険者
この保険契約により補償を受ける者として保険証券の被保険者欄に記載され
た者であって、被保険動物を販売する第一種動物取扱業者をいいます。
買主
被保険者と被保険動物に係る売買契約を締結した買主をいい、第一種動物取扱
業者を含みます。
契約不適合責任
（１）買主が個人である場合
民法（債権関係）改正法（注）第 562 条（買主の追完請求権）から第 566
条（目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限）に規定する契
約不適合に対する売主の担保責任をいいます。
（注）民法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 44 号）
（２）買主が（１）以外の事業者である場合（第一種動物取扱業者を含みます。
以下同様とします。）
商法第 526 条（買主による目的物の検査及び通知）に規定する契約不適合
に対する売主の担保責任をいいます。
個人
事業としてまたは事業のために売買契約の当事者となる場合における者を除
きます。
事業者
法人その他の団体および事業としてまたは事業のために売買契約の当事者と
なる場合における個人をいいます。
契約不適合
被保険動物の身体の状態に関して売買契約の内容に適合しない状態であって、
その被保険動物の障害をいいます。
被保険動物の障害
被保険動物に既に生じていた別表１に定める先天性疾患または遺伝性疾患（以
下「先天性疾患等」といいます。）をいい、これらに起因して死亡し、身体の
一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態を含みます。た
だし、売買契約締結に際し、あらかじめ被保険者から交付された書面または証
明書等に明示された先天性疾患等を除きます。
代替動物
契約不適合が発見された被保険動物と引換えに買主に引き渡される契約不適
合が存在しない犬また猫をいいます。
獣医師
獣医師法に定める獣医師名簿に登録され、免許を交付されている者をいいま
す。
保険契約者
当会社に保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保
険料支払義務を負うこととなる者をいいます。
保険期間
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券に記載され
た保険期間（3 か月または６か月）をいいます。
危険
損害の発生の可能性をいいます。
危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料が
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用

語

告知事項

訂正の申出

引受範囲
保険契約申込書
保険媒介者

他の保険契約等

定 義
その危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることを
いいます。
危険に関する重要な事項（注）のうち、保険契約申込書の記載事項とすること
によって当会社が告知を求めたものをいいます。
（注）他の保険契約等に関する事項を含みます。
告知事項について書面または電磁的方法をもって当会社に申し出ることであ
って、第９条（告知義務）（３）③またはこの保険契約に付帯される他の特約
に規定する訂正の申出をいいます。
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保
険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
当会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込に必要
な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。
当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（注）をいいます。
（注）当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きま
す。
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約
または共済契約をいいます。

第２章

補償条項

第２条（保険金を支払う場合）
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が販売し、引き渡された被保険動物に契約不適合が発見
された場合（以下「事故」といいます。）において、被保険者がその買主に対して契約不適合責任を履行
することによって被る損害（以下「損害」といいます。
）について、保険金を支払います。
第３条（損害の範囲）
当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、次の費用または損害賠償金とします。
区 分
説 明
① 代替動物提供費用
契約不適合責任の履行により被保険者が現実に支出した代替動物引き渡しの
ために要した直接費用（注）
。ただし、当会社が事前に認めた必要かつ妥当な
費用に限ります。
（注）代替動物を再繁殖、再飼養または再調達するのに通常要する交配費、
健康管理費、飼育費、人件費、仕入代等の実費をいい、被保険動物の販売価
格を超過しないものとします。なお、代替動物を買主に引き渡すために要す
る交通費、宿泊費または運搬費等の費用を除きます。
② 損害賠償金
①の代替動物の提供に代わり損害賠償金を支払う場合において、その損害賠
償金（注）
（注）実際に代替動物の提供を行った場合に要する①の代替動物提供費用を
限度とし、損害賠償金の支払によって被保険者が代位取得するものがある場
合は、その価額を控除します。
第４条（保険金の支払方法および支払限度額）
（１）第３条（損害の範囲）①の費用または②の損害賠償金として、当会社が支払うべき保険金の額は、１回
の事故（注）につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
代替動物提供費用
または損害賠償金

＝

「被保険動物の販売価格に縮小支払割合５０％を乗じた額」または
「２５万円」のいずれか低い額

（注）被保険動物に同時に発見された事故をいい、原因となった契約不適合の異同、発生の時および部位にか
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かわらないものとします。
（２）当会社がこの保険契約で支払う（１）の保険金は、保険期間中１回限りとします。
第５条（保険金を支払わない場合）
（１）当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害につ
いては、保険金を支払いません。
① 保険契約者（注）
、被保険者（注）
、買主（注）またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重
大な過失
② 被保険者または被保険者と雇用契約のある者の故意または重大な過失による法令違反
③ 被保険者または被保険者と雇用契約のある者の被保険動物の著しく不適切な繁殖、飼養または管理
④ 被保険動物の生理的老化またはその他類似の事由
⑤ 被保険動物の契約不適合に起因して生じた他の動物の障害または被保険動物以外の財物の滅失、き損、
汚損もしくは使用の阻害
⑥ 被保険動物の売買契約締結時において実用化されていた医療技術では予防することが不可能な現象、
またはこれが原因で生じた事由
⑦ 代替動物の契約不適合
⑧ 買主が被保険動物を転売した場合において、転売後に発見された被保険動物の契約不適合
⑨ 被保険動物の輸送中または輸送に伴う保管中に生じた事故
⑩ 地震、噴火、津波または高潮
⑪ 戦争（宣戦の有無を問いません。）
、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
⑫ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、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
（注）保険契約者、被保険者、買主が法人である場合、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他
の機関をいいます。
（２）当会社は、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場合において、この普通保険約
款で担保すべき契約不適合責任以上に加重された責任については、保険金を支払いません。
（３）当会社は、被保険動物の回収または処分等に要した費用については、保険金を支払いません。
（４）当会社は、被保険者が動物愛護管理法に定める第一種動物取扱業の登録を受けていない間に行った売買
契約に関する一切の損害に対して、保険金を支払いません。

第３章

基本条項

第６条（保険責任の始期および終期）
（１）当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前０時（注）に始まり、末日の午後１２時に終わります。
（注）保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
（２）（１）の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
（３）（１）の保険期間は、被保険動物の引渡し日から３か月または６か月とし、保険期間の満了日に終わり
ます。
（４）当会社は、事故が（１）の保険期間中に発見された場合に限り保険金を支払います。
第７条（保険料の払込方法）
（１）保険契約者は、保険料の全額を、保険期間の初日の前日（以下「保険料払込期日」といいます。）まで
に一時に払い込まなければなりません。
（２）保険契約者が（１）の保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、保険期間の初日か
ら保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
（３）
（２）の規定にかかわらず、保険料領収前の事故による損害に対して保険金の支払いを受ける場合には、
その支払を受ける前に、保険契約者は、当該未払込保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第８条（保険責任のおよぶ地域）
当会社は、日本国内において発見された事故に起因する損害に対してのみ保険金を支払います。
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第９条（告知義務）
（１）保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に
告げなければなりません。
（２）当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過
失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険証券記載の保険契約者
の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
（３）（２）の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① （２）に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、（２）に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知ら
なかった場合
③ 保険契約者または被保険者が、第２条（保険金を支払う場合）の事故による損害の発生前に、告知事
項につき、書面または電磁的方法により、訂正を当会社に申出て、当会社がこれを承認した場合。な
お、訂正の申出を受けた場合において、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者がその訂正す
べき事実を当会社に告げていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認められる場合に限り、
当会社は、これを承認するものとします。
④ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が（１）の事実を告げることを妨げた場合
⑤ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、（１）の事実を告げないこと、または事実と異な
ることを告げることを勧めた場合
⑥ 当会社が、（２）の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過した場合または保
険契約締結時から５年を経過した場合
（４）
（３）④および⑤の規定は、保険媒介者のその行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が（１）
の事実を告げなかった、または事実と異なることを告げたと認められる場合には適用しません。
（５）（２）の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、第１６条（保険契約者による保険
契約の解除）（２）に準じて保険料を返還します。
（６）（２）の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第１９条（保険契約解除の効
力）の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払って
いたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
（７）
（６）の規定は、
（２）に規定する事実と異なることに基づかずに発生した損害については適用しません。
第１０条（通知義務）
（１）保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅
滞なく、その旨を当会社に書面または電磁的方法により通知しなければなりません。ただし、その事実が
なくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
① 第一種動物取扱業者の登録を取り消されたとき
② 他の保険契約等を締結したこと
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（注）が発生したこと
（注）告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として
定めたものに関する事実に限ります。
（２）（１）の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または
重大な過失によって遅滞なく（１）の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対す
る書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
（３）（２）の規定は、当会社が（２）の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過した
場合または危険増加が生じた時から５年を経過した場合には適用しません。
（４）（２）の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が
生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第１９条（保険契約解除の効
力）の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払って
いたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
（５）（４）の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しませ
ん。
（６）
（２）の規定にかかわらず、
（１）の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲を超
えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除
することができます。
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（７）（６）の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が
生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第１９条の規定にかかわらず、
当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、そ
の返還を請求することができます。
（８）（２）および（６）の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、第１６条（保険契約
者による保険契約の解除）（２）に準じて保険料を返還します。
第１１条（保険契約者の住所変更）
（１）保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、書面また
は電磁的方法により、その旨を当会社に通知しなければなりません。この通知があった場合は、その住所
または通知先を保険証券記載の住所または通知先とします。
（２）保険契約者が（１）の規定による通知をしなかった場合は、当会社の知った最終の住所または通知先に
送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第１２条（保険契約に関する調査）
（１）当会社は、保険期間中いつでも保険契約に関して必要な調査をすることができ、保険契約者または被保
険者は、これに協力しなければなりません。
（２）保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく（１）の調査を拒んだ場合、保険証券記載の保険契約
者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただ
し、その拒否の事実があった時から１か月を経過した場合には、解除することはできません。
（３）（２）の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、第１６条（保険契約者による保険
契約の解除）（２）に準じて保険料を返還します。
第１３条（保険契約の無効）
（１）保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締
結した保険契約は無効とします。
（２）（１）の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第１４条（保険契約の失効）
（１）保険契約締結の後、被保険者が第一種動物取扱業者の登録を取り消された場合、この保険契約は効力を
失います。
（２） （１）の場合、当会社は、保険期間に応じた未経過期間に対し日割りをもって計算した保険料（注）
を返還します。
（注）１０円未満の端数は四捨五入します。
第１５条（保険契約の取消し）
（１）保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会
社は、保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約を
取消すことができます。
（２）（１）の規定により、当会社が保険契約を取消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第１６条（保険契約者による保険契約の解除）
（１）保険契約者は、当会社に対する書面または電磁的方法による通知をもって保険契約を解除することがで
きます。
（２）（１）の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、既経過月数（注１）に応じて、
領収した保険料に対し別表２に掲げる解約返れい金率を乗じた保険料（注２）を返還します。
（注１）既経過月数とは、保険期間の初日から起算して、保険契約の解除日までの期間を月単位にして得た月
数をいい、この場合、１か月に満たない端数については、これを切り上げます。
（注２）１０円未満の端数は四捨五入します。
第１７条（重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除）
（１）当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険証券記載の保険契約者の住所または通知

8 / 17

先にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として
損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当する場合
ア．暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）
、暴力団準構
成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当する
と認められること
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められ
ること
ウ．反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ．法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実
質的に関与していると認められること
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と
同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を
生じさせたこと
（２）当会社は、被保険者が(１)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険証券記載の保険契約
者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約（被保険者が複数である場合は、
その被保険者に係る部分）を解除することができます。
（３）（１）または（２）の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第１９条（保険
契約解除の効力）の規定にかかわらず（１）①から④までの事由または（２）の解除の原因となる事由が
生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この
場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
（４）保険契約者または被保険者が（１）③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより、（１）または
（２）の規定による保険契約の解除がなされた場合には、
（３）の規定は、
（１）③ア.からオ.までのいず
れにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
（５）（１）の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、第１６条（保険契約者による保
険契約の解除）（２）に準じて保険料を返還します。ただし、保険契約者に故意または重大な過失があっ
た場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第１８条（保険料不払いによる保険契約の解除）
当会社は、第７条（保険料の払込方法）に規定する保険料の払込みがない場合には、書面により保険契
約者が保険契約の申込みを行った際に申出た保険契約者の住所または通知先にあてた通知をもって、この
保険契約を解除することができます。
第１９条（保険契約解除の効力）
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第２０条（保険契約の終了）
当会社が保険期間中に第４条（保険金の支払方法および支払限度額）に規定する保険金を支払った場合、
この保険契約は終了します。
第２１条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）
（１）保険契約者または被保険者は、第２条（保険金を支払う場合）に規定する事故に該当すると思われる契
約不適合を発見したときもしくは買主等から通知を受けたとき、または事故もしくは損害が発生したこと
を知ったときは、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合
は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務
義務違反の場合の取扱い
① 損害の発生および拡大の防止に努める 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定
こと。
に違反した場合は、当会社は、発生または拡大を防止するこ
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事故発生時の義務

義務違反の場合の取扱い
とができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支
払います。
② 次の事項を遅滞なく当会社に通知する 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定
こと
に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った
ア. 契約不適合の発見もしくは事故ま 損害の額を差し引いて保険金を支払います。
たは損害の発生を知った日、被保
険動物の所在地、買主等の氏名な
らびに契約不適合、事故および損
害の状況
イ. 損害賠償の請求を受けた場合は、
その内容
③ 他人に損害賠償の請求をすることがで 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定
きる場合には、その権利の保全および行 に違反した場合は、当会社は、他人に損害賠償の請求をする
使に必要な手続をすること。
ことによって取得することができたと認められる額を差し
引いて保険金を支払います。
④ 契約不適合責任およびその額の全部ま 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定
たは一部を承認しようとするときは、あ に違反した場合は、当会社は、契約不適合責任がないと認め
らかじめ当会社の承認を得ること。
られる額を差し引いて保険金を支払います。
⑤ 契約不適合責任に関する訴訟を提起し、 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定
または提起された場合は、速やかに当会 に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った
社へ通知すること。
損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容（注）
について遅滞なく当会社に通知するこ
と。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要
とする書類または証拠となるものを求
めた場合には、遅滞なく、これを提出し、
また当会社が行う損害の調査に協力す
ること。
（２）保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく（１）②の事項について事実と異なることを告げた場
合または（１）の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造し
た場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
（注）既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第２２条（当会社による解決）
（１）被保険者が、買主から代替動物の提供または代替動物の提供に代わる損害賠償の請求を受けた場合にお
いて、当会社が必要と認めたときは、当会社は被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができ
ます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければ
なりません。
（２）被保険者が、正当な理由なく（１）の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った
損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第２３条（他の保険契約等がある場合の支払保険金）
（１）他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額（注１）の合計額が損害の額（注２）以下
のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
（２）他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会
社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区 分
支払保険金の額
① 他の保険契約等から保険金または共済金 この保険契約の支払責任額
が支払われていない場合
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支払保険金の額
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金また
は共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契
約の支払責任額を限度とします。
（注１）それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支
払うべき保険金または共済金の額をいいます。
（注２）それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差
し引いた額とします。
②

区 分
他の保険契約等から保険金または共済金
が支払われた場合

第２４条（保険金の請求）
（１）被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりま
せん。
（２）当会社に対する保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
① 第３条（損害の範囲）①の損害に対するものは、第２条（保険金を支払う場合）の損害の額が確定し
た時
② 第３条②の損害に対するものは、被保険者と買主の間の書面による合意または判決、調停もしくは裁
判上の和解のいずれかによって被保険者の契約不適合責任の有無および第２条の損害の額が確定し
た時
（３）被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会
社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠
① 当会社所定の保険金請求書
② 被保険動物の販売または引渡しがあったことが確認できる売買契約書の写しおよび第７条（帳簿の
備付）に定める帳簿または法定帳簿の写し等の客観的な書類
③ 被保険動物の障害に対する獣医師が作成した診断書
④ 被保険動物の死亡に関して獣医師が作成した死亡診断書または死体検案書
⑤ 代替動物の提供に係る保険金の請求に関しては、代替動物の引き渡しがあったことおよびその価額
が確認できる客観的な書類ならびに代替動物の写真（画像データを含みます。
）
⑥ 被保険者が買主に対して履行する契約不適合責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または
買主の承諾があったことを示す書類
⑦ その他当会社が第２５条（保険金の支払）
（１）に定める必要な事項の確認を行うために欠くことの
できない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が書面等において定めたもの
（４）当会社は事故の内容および損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、（３）に掲げるも
の以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合に
は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
（５）保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく（４）の規定に違反した場合または（３）もしくは（４）
の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会
社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
（６）保険金の請求権は、（２）に定める時の翌日から起算して３年を経過した場合は、時効によって消滅し
ます。
第２５条（保険金の支払）
（１）当会社は、被保険者が第２４条（保険金の請求）（３）に規定する手続を完了した日（以下この条にお
いて「請求完了日」といいます。）からその日を含めて３０日以内に、当会社が保険金を支払うために必
要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、契約不適合の原因、発生された契約不適合
の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの
保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および契約不適合と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効ま
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たは取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請
求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確
定するために確認が必要な事項
（２）
（１）の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、
（１）の規定にかかわら
ず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数（複数に該当する場合は、そのうち最長の
日数）を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およ
びその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事 由
期 間
① （１）①から④までの事項を確認するための、動物病院、その他の専門機関による
９０日
診断、鑑定等の結果の照会
② 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された災害の被災地域における（１）
６０日
①から⑤までの事項の確認のための調査
③ 第２条（保険金を支払う場合）の規定により保険金を支払う場合おいて、契約不適
合の原因、損害の内容もしくは契約不適合と損害との因果関係が過去の事例に鑑み
て特殊である場合または同一原因の契約不適合により損害を受けた被保険動物が多
１８０日
数存在する場合において、
（１）①から④までの事項を確認するための、専門機関に
よる鑑定等の結果の照会
（３）
（２）①から③までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、
（２）①から③までに掲げる期間中に
保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、（２）①から③までに掲げる期
内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
（４）（１）および（２）に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が
正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合（必要な協力を行わなかった場合
を含みます。
）は、これにより確認が遅延した期間については、
（１）または（２）の期間に算入しないも
のとします。
（５）当会社は、（１）および（２）に定める期間を超えて保険金を支払う場合には、保険金に当会社所定の遅延
損害金を付して支払いします。
第２６条（先取特権）
（１）第２条（保険金を支払う場合）の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者（以下「被害
者」といいます。）は、被保険者の当会社に対する保険金請求権（第３条（損害の範囲）②の損害に対す
るものに限ります。以下この条において同様とします。
）について先取特権を有します。
（２）当会社が第３条②の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
① 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合（被保険者が
弁済した金額を限度とします。
）
② 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害
者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求
権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害
者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合（被害者が承諾した金額を限度とします。
）
（３）保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的
とし、または（２）③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、（２）①または④の規定
により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第２７条（代位）
（１）損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がそ
の損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次表
「限度額」を限度とします。
区 分
限度額
① 当会社が損害の額の全額を保険金と 被保険者が取得した債権の全額
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して支払った場合
② ①以外の場合

被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていな
い損害の額を差し引いた額
（２）（１）の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権
よりも優先して弁済されるものとします。
（３）保険契約者および被保険者は、当会社が取得する（１）または（２）の債権の保全および行使ならびに
そのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、
当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第２８条（保険契約者の変更）
（１）この保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款
および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
（２）（１）の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面または電磁的方法によりその旨を当会社に
申出て、承認を得なければなりません。
（３）この保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人
にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第２９条（保険証券の発行）
（１）当会社は、保険契約の引受けを承諾した後に、引受内容を電磁的方法で提供します。これにより、書面
による保険証券は発行しません。
（２）当会社は、保険契約者から申し出があった場合には、引受内容を記載した書面を送付します。
（３）（１）の規定による電磁的方法で提供した引受内容および（２）の規定による書面に記載した引受内容
を保険証券記載事項とみなします。
第３０条（保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い）
（１）この保険契約について、保険契約者または被保険者が２名以上である場合は、当会社は、代表者１名を
定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理
するものとします。
（２）（１）の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者
の中の１名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものと
します。
（３）保険契約者または被保険者が２名以上である場合には、それぞれの保険契約者または被保険者は連帯し
てこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第３１条（保険料の増額または保険金の削減等）
保険期間中において、この保険の保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況変更が発生した場合
は、当会社の定めるところにより、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、保険料の増額または保険金額
の減額を行うことがあります。
第３２条（保険金支払事由発生後の保険金の削減払）
保険金支払事由発生後、この保険の保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況変更が発生した場
合は、当会社の定めるところにより、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、保険金を削減して支払うこ
とがあります。
第３３条（直轄裁判所）
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所をもって合意による管轄裁判所としま
す。
第３４条（準拠法）
この約款に定めのない事項については、日本国内の法令に準拠します。
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別表１（第１条被保険動物の障害関係）
第１条（用語の定義）に定める「被保険動物の障害」の対象となる先天性疾患または遺伝性疾患とは、次に
掲げるものをいいます。
分類番号
遺伝性疾患
分類番号
先天性疾患
大動脈弁狭窄症
A01
若齢性白内障
B01
心房中隔欠損
A02
銅関連性肝障害
B02
短頭型症候群
A03
角膜ジストロフィー
B03
心臓欠陥
A04
肘関節形成異常
B04
キアリ様奇形
A05
股関節形成不全
B05
口唇裂
A06
緑内障
B06
口蓋裂
A07
レッグペルテス病
B07
コリー眼異常
A08
離断性骨軟骨炎
B08
先天性症状
A09
血小板障害
B09
睫毛重生
A10
進行性網膜萎縮症
B10
表皮異形成
A11
フォン・ウィルブランド病
B11
肝微小血管異形成
A12
僧帽弁異形成
A13
腎異形成
A14
異所性睫毛
A15
眼瞼外反
A16
眼瞼内反
A17
裂孔ヘルニア
A18
臍ヘルニア
A19
無孔涙点
A20
不正咬合
A21
重症筋無力症
A22
膝蓋骨脱臼
A23
動脈管開存
A24
門脈体循環シャント
A25
外陰部低形成
A26
網膜異形成
A27
皺襞製皮膚炎
A28
外鼻孔狭窄症
A29
埋伏歯
A30
睫毛乱生
A31
血管輪奇形
A32
心室中隔欠損
A33
涙管狭窄
肥大型心筋症
水頭症
肺動脈弁狭窄

A34
A35
A36
A37
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別表２（第１６条関係）
解約返れい金率表
既経過月数

解約返れい金率
保険期間：３か月

保険期間：６か月

１か月

０．５３

０．６７

２か月

０．２７

０．５３

３か月

０．００

０．４０

４か月

─

０．２７

５か月

─

０．１３

６か月

─

０．００

※既経過月数に１か月未満の端数がある場合は、その端数は切り上げます。
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特

約

クレジットカードによる保険料支払いに関する特約
第１条（用語の定義）
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用

語

定

義

会員規約等

カード会社との間で締結したクレジットカード会員規約等をいいます。

カード会社

クレジットカード発行会社をいいます。

クレジットカード

当会社の指定するクレジットカードをいいます。

保険料

この特約が付帯された保険契約の保険料をいい、契約内容の変更に伴う追加保険
料を含みます。

普通保険約款

この特約が付帯された普通保険約款をいいます。

第２条（クレジットカードによる保険料支払いの承認）
（１）当会社は、この特約により、クレジットカードにより、保険契約者が、保険料を支払うことを承認しま
す。
（２）（１）にいう保険契約者とは会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に
限ります。

第３条（保険料領収前に発見された事故の取扱い）
（１）保険契約者から、この保険の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる払込みの
申出があった場合は、当会社はカード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であるこ
と等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時（注）以後、
この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前の事故の取
扱いに関する規定を適用しません。
（注）保険証券記載の保険期間の開始前に承認したときは保険期間の開始した時とします。
（２）当会社は、次のいずれかに該当する場合は、
（１）の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従い
クレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約に関わる保険料相当
額の全額をすでに支払っている場合は、この限りではありません。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合

第４条（保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い）
（１）当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接
請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された
保険契約に関わる保険料相当額をすでに支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額につ
いて保険契約者に請求できないものとします。
（２）（１）の規定により当会社が保険料を請求し保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは保険金
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をお支払いします。
（３）保険契約者が（２）の保険料を支払わなかった場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者の住所また
は通知先にあてた書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第５条（保険料の返還の特則）
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会
社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、第４条（保険料
の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)（２）の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に
振込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、カード会社に対してこ
の保険契約にかかわる保険料相当額をすでに支払っている場合は、この限りではありません。

第６条（普通保険約款等との関係）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付
帯される他の特約の規定を適用します。

募図 020-03（20.3）
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重要事項説明書-ご契約の概要について(契約概要)この「―ご契約の概要について(契約概要)―」は、ご契約に際し、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項を説明したも
のです。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みいただきますようお願いいたします。ご契約者様と被保険者様（飼
い主様）が異なる契約においては、本書面に記載の事項につき、必ず被保険者様にもご説明ください。また本書面は、ご契約に関するす
べての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款を十分にご覧いただくことをあわせてお願いいたし
ます。ご不明な点につきましては、ペッツベスト カスタマーセンター(0120-744-125 受付時間 9：00～17：00 土・日・祝日・年末年
始を除く)までお問い合わせください。
【商品の仕組み】
（１）名称：ペット瑕疵担保責任保険
（２）商品の仕組み
この保険は、日本国内において、被保険者である第一種動物取扱業者が販売し、引き渡した動物に先天性・遺伝性の異常(普通保険約
款－別表 1 に記載の疾患に限る)が判明し、当該動物取扱業者がその買い主に対して契約不適合責任を履行したことにより実際に支
出した費用(瑕疵が判明した動物と引き換えに代わりの動物を提供するための費用)、またはその費用に代わる損害賠償金を補償する
保険です。
保険金縮小支払割合および支払限度額は以下のとおりとなります。
保険金支払限度額＝「被保険動物の販売価格 × 縮小支払割合 50％」または「25 万円」のいずれか低い額
（３）責任開始の始期および終期
被保険動物の引渡し日が契約日(責任開始日)となり、保険期間は引渡し日から３か月または６か月とし、保険期間の満了をもっ
て保険は終了します。
（４）お引受条件
被保険動物とは、日本国内において、買い主に引き渡された動物(注)であって動物愛護管理法第 22 条の 6 第 1 項に規定する犬猫等の
個体に関する帳簿に記載された動物に限ります。
(注)販売の用に供する犬または猫をいい、出生後 90 日を経過したものを除きます。
【補償内容について】
（１）補償の対象となる費用
① 被保険者様が契約不適合責任の履行により実際に支出した代替動物引渡しのために要した直接費用(注)。
ただし、当社が事前に認めた必要かつ妥当な費用に限ります。
② ①の代替動物の提供に代わり損害賠償金を支払う場合においては、その損害賠償金
(注) ①のうち、代替動物を再繁殖、再飼養または再調達するのに通常要する交配費、健康管理費、飼育費、人
件費、仕入れ代等の実費をいい、被保険動物の販売価格を超過しないものとします。
（２）補償の対象とならない費用
前項①のうち、代替動物を買い主に引渡すための交通費、宿泊費または運搬費等の費用
【保険金請求の手続きについて】
（１）保険金は、以下が確定したときからご請求いただけます。
① 第３条(損害の範囲)①の損害に対するものは、第２条(保険金を支払う場合)の損害の額
② 第３条②の損害に対するものは、被保険者様と買い主の間の書面による合意または判決、調停もしくは裁判上の和解のいずれか
によって被保険者様の契約不適合責任の有無および第２条の損害の額
（２）保険金を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものをご提出ください。
保険金請求に必要な書類または証拠
①

当社所定の保険金請求書

②

被保険動物の販売または引渡しがあったことが確認できる売買契約書の写しおよび第７条(帳簿の備付)に定め
る帳簿または法定帳簿の写し等の客観的な書類

③
④

被保険動物の障害に対する獣医師が作成した診断書
被保険動物の死亡に関して獣医師が作成した死亡診断書または死体検案書

⑤

代替動物の提供に係る保険金の請求に関しては、代替動物の引渡しがあったことおよびその価額
が確認できる客観的な書類ならびに代替動物の写真(画像データを含みます。)
⑥ 被保険者が買い主に対して履行する契約不適合責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または買い主の
承諾があったことを示す書類
⑦ その他当社が第２５条（保険金の支払）
（１）に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類
または証拠として保険契約締結の際に当社が書面等において定めたもの
（３）当社は事故の内容および損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
（２）に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提
出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要
な協力をお願いいたします。
（４）ご契約者様または被保険者様が、正当な理由がなく（３）の規定に違反した場合または（２）もしくは（３）の書類に事実と異な
る記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合、当社はそれによって当社が被った損害の額を差し引い
て保険金をお支払いします。
（５）保険金の請求権は、
（１）に定める時の翌日から起算して３年を経過した場合は、時効によって消滅します。
いただいた書類から、審査および金額の確認を行った後、特別な場合を除き、保険金請求書類到着後 30 日以内にご指定

いただいた被保険者様ご本人の口座にお振込いたします。ご郵送いただいた書類に不備等がありますと、保険金支払いが
遅れる場合がありますのでご注意ください。また、保険金の支払いに必要な事項の確認を行うため、特別な照会または
調査が不可欠な場合は上記の日数を超過することがあります。
【保険金をお支払いできない場合】
（１）当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害については、保険金をお支払いし
ません。
① 保険契約者（注）
、被保険者（注）
、買い主（注）またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
② 被保険者または被保険者と雇用契約のある者の故意または重大な過失による法令違反
③ 被保険者または被保険者と雇用契約のある者の被保険動物の著しく不適切な繁殖、飼養または管理
④ 被保険動物の生理的老化またはその他類似の事由
⑤ 被保険動物の契約不適合に起因して生じた他の動物の障害または被保険動物以外の財物の滅失、き損、汚損もしくは使用の阻害
⑥ 被保険動物の売買契約締結時において実用化されていた医療技術では予防することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた
事由
⑦ 代替動物の契約不適合
⑧ 買主が被保険動物を転売した場合において、転売後に発見された被保険動物の契約不適合
⑨ 被保険動物の輸送中または輸送に伴う保管中に生じた事故
⑩ 地震、噴火、津波または高潮
⑪ 戦争（宣戦の有無を問いません。
）
、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
⑫ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、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
（注）保険契約者、被保険者、買い主が法人である場合、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。
（２）当社は、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場合において、この普通保険約款で担保すべき契約不適合責
任以上に加重された責任については、保険金をお支払いしません。
（３）当社は、被保険動物の回収または処分等に要した費用については、保険金をお支払いしません。
（４）当社は、被保険者様が動物愛護管理法に定める第一種動物取扱業の登録を受けていない間に行った売買契約に関する一切の損害に
対して、保険金をお支払いしません。
【保険料に関する事項】
保険料は、保険期間(３か月または６か月)ごとに一律になります。
【保険料の払込方法について】
保険料の全額を、保険期間の初日の前日までに当社指定の銀行口座への振込みいただきます。
【満期返れい金・配当金に関する事項】
この「ペット瑕疵担保責任保険」は、掛け捨てのため、満期返れい金・契約者配当はございません。
【解約返れい金に関する事項】
（１）保険契約者は、当社に対する書面または電磁的方法による通知をもって保険契約を解除することができます。
（２）（１）の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当社は、既経過月数(注 1)に応じて、領収した保険料に対し以下の表
に掲げる解約返れい金率を乗じた保険料(注 2)を返還します。
(注 1)既経過月数とは、保険期間の初日から起算して、保険契約の解除日までの期間を月単位にして得た月数をいい、この場合、１か月
に満たない端数については、これを切り上げます。
(注 2)１０円未満の端数は四捨五入します。
解約返れい金率表
解約返れい金率
既経過月数
保険期間：３か月
保険期間：６か月
１か月
０．５３
０．６７
２か月
３か月

０．２７
０．００

０．５３
０．４０

４か月
５か月

─
─

０．２７
０．１３

６か月
─
０．００
【お客様のニーズ確認】
この保険商品が、お客様のニーズに合致しているかどうかをご確認のうえ、お申込みください。

重要事項説明書－ご契約の際にご注意いただきたい事項(注意喚起情報)―
この「－ご契約の際にご注意いただきたい事項(注意喚起情報)―」はご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご注意いただきた
い事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みいただきますようお願いいたします。ご契約者
様と被保険者様が異なる契約においては、本書面に記載の事項につき、必ず被保険者様にもご説明ください。また本書面は、ご契約に関
するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款を十分ご覧いただくことをあわせてお願いい
たします。ご不明な点につきましては、ペッツベスト カスタマーセンター(0120-744-125 受付時間 9：00～17：00 土・日・祝日・年
末年始を除く)までお問い合わせください。
【クーリングオフ(申込の撤回)】
（１）クーリングオフ制度とは、個人のお客様が、保険契約を申込んだ日または重要事項説明書(「契約概要」
「注意喚起情報」)の受領日
のいずれか遅い日から 8 日以内に、書面にて当社に申し出ることにより、保険契約申込みの撤回ができる制度のことをいいます。ご契約
のお申込みの撤回があった場合には、お支払いいただいた保険料を、全額払戻しいたします。
（２）ご契約成立後にご契約の内容を変更する場合やご契約者様が法人の場合は、ご契約のお申込みの撤回はできかねますので、あらか
じめご了承ください。
（３）クーリングオフは、郵便(ハガキ)により、前述の期間内(8 日以内の消印有効)に当社までお申出ください。郵便には、クーリングオ
フをする旨を明記し、ご契約者様の署名・捺印、ご契約者様の住所・電話番号、ご契約を申込まれた日、ご契約された加入プラン・証券
番号(お分かりの場合)をご記入ください。
【書面の郵送先】
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1 丁目 1 番 1 号
ペッツベスト少額短期保険株式会社 クーリングオフ係
【告知義務等の内容】
告知義務とは、ご契約者様や被保険者様であるお客様(以下「お客様」といいます。)が保険を契約する際に、被保険動物に対する契約
のお引受けを判断するための重要な事実をありのままに保険会社に申し出る義務、および重要な事項について事実と異なることを申し
出てはならないという義務のことです。
お客様が故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知されたりしますと、当社はご契約を解
除することがあります。この場合、すでにお支払いいただいた保険料は払い戻しいたしません。
当社では、被保険動物の健康状態等に応じたお引受けの判断がございます。ご契約をお断りすることもあります。
【通知義務等の内容】
（１）保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合は、お客様は、遅滞なく、その旨を当社に書面または電磁的方法
によりご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、当社への通知は必要ありません。
① 第一種動物取扱業者の登録を取り消されたとき
② 他の保険契約等を締結したこと
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（注）が発生したこと
（注）告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に
限ります。
（２）
（１）の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、お客様が故意または重大な過失によって遅滞なく（１）の規定による
通知をしなかったときは、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
（３）
（２）の規定は、当社が（２）の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過した場合または危険増加が生じた時
から５年を経過した場合には適用しません。
（４）
（２）の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた
時までに発生した事故による損害に対しては、第１９条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。
この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。
（５）
（４）の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
（６）（２）の規定にかかわらず、（１）の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲を超えることとなった場合は、
当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
（７）
（６）の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた
時までに発生した事故による損害に対しては、第１９条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、
既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。
（８）
（２）および（６）の規定により当社が保険契約を解除した場合は、当社は、第１６条(保険契約者による保険契約の解除)（２）に
準じて保険料を返還します。
（９）お客様のご住所を変更された場合、遅滞なく、書面または電磁的方法により、その旨を当社にご通知ください。
（10）次の内容につきましては、変更できません。
① 被保険動物の変更
② 保険期間の変更
【保険金をお支払いできない場合】
「-ご契約の概要について(契約概要)-」の【保険金をお支払いできない場合】に記載しておりますのでご確認ください。
【解約と解約返れい金】
「-ご契約の概要について(契約概要)-」の【解約返れい金に関する事項】に記載しておりますのでご確認ください。

【支払時情報交換制度】
当社は(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金のお支払いまたは、保険契約の解除、
取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各社につきましては、
(社)日本少額短期保険協会ホームページ(http://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。
【少額短期保険会社との間で問題を解決できない場合 指定紛争解決機関(ADR)のご案内】
当社は保険業法に基づき金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である日本少額短期保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には日本少額短期保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【一般社団法人日本少額短期保険協会 少額短期ほけん相談室(ADR)】
TEL(フリーダイヤル)0120-82-1144 FAX03-3297-0755
受付時間 9：00～12：00、13：00～17：00(月曜日～金曜日 祝日ならびに年末年始休業期間を除く)
【補償重複に関する事項】
補償が重複すると、対象となる事故(傷病)について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金
が支払われない場合、無駄な保険料が生じる可能性があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、ご判断いただいた上でご
契約ください。
【お客様に関する個人情報の取扱いについて】
（１）個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲で、かつ、適法かつ公正な手段で個人情報を取得いたします。なお、当社は電話またはインターネットを通じ
て取得した個人情報については、申込書に代わるものとして録音・記録・保存を行っております。
（２）個人情報の利用目的
当社は、個人情報を次の目的のために利用します。これらの目的のほかに利用することはありません。
①保険契約の引受審査・引受・維持管理
②適正な保険金等の支払い
③保険商品の案内、募集および販売
④関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供
⑤各種イベント・キャンペーン・セミナー等の案内、各種情報の提供
⑥市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による新たな商品・サービスの開発・研究
⑦当社社員の採用、販売基盤(代理店等)の新設・維持管理
⑧他の事業者からの個人情報の処理の全部または一部について委託された場合において、委託された当該業務
⑨問い合わせ・依頼等への対応
⑩その他、上記①から⑨に付随する業務ならびにお客様とのお取引および会社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
（３）個人情報の第三者への提供
当社では、次の場合を除いて、ご本人の同意なく個人データを第三者へ提供することはありません。
①法令に基づく場合
②当社の業務遂行上必要な範囲で、保険代理店を含む委託先に取扱いを委託する場合
当社の個人情報保護に関する考え方、取り組み方針についての詳細は、当社ホームページ(http://www.petsbest.co.jp)をご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ窓口】
ペッツベスト少額短期保険株式会社総務部 TEL：03-6268-0067(9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始を除く)
【その他法令等による注意事項】
万一当社が経営破綻した場合であっても、「保険契約者保護機構」による保護(セーフティネット保護)はございません(保険業法施行規則
第 211 条の 30 第 2 号)。また、保険業法第 270 条の 3 第２項第 1 号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。
本保険の更新時には保険料の計算方法、保険金額等について見直す場合があります(保険業法施行規則第 211 条の 30 第１号)。
保険期間中において、保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生した場合は、当社の定めるところにより、保険料の増額また
は保険金額の減額を行うことがあります(保険業法施行規則第 211 条の 5 第 4 号)。
想定外の事象の発生により、保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生した場合は、当社の定めるところにより、保険金を削
減して支払うことがあります(保険業法施行規則第 211 条の 5 第 4 号)。
少額短期保険業者が引受けられる保険契約の要件
① 保険期間は損害保険の場合 2 年までとなります(保険業法施行規則第 211 条の 30 第 3 号イ)。なお、本保険の保険期間は 3 ヶ月または
6 ヶ月です。
②１被保険者について引受けるすべての保険契約の保険金額は 1,000 万円までとなります(保険業法施行規則第 211 条の 30 第 3 号ロ)。
③１保険契約者についての引受けるすべての保険の被保険者の総数は 100 人までとなります(保険業法施行規則第 211 条の 30 第 3 号ハ)。
【保険料控除について】
この「ペット瑕疵担保責任保険」は、生命保険料・地震保険料を支払った場合に受けられる所得控除の対象になりません。

