
ペットは人間より４倍から７倍のスピードで成長していると言われています。
その分急激な体の変化があり病院へ行くのが１日でも遅くなると、
症状がかなり悪化してしまうこともあります。
またペットには人間と違って公的な健康保険制度がありません。
病気やケガの治療費は、飼い主様の全額自己負担となってしまいます。

かけがえのない家族のために・・・・・・

プリズムコール４つの安心

１日目
治療費合計
６,５００円

通院保険金
５,０００円
自己負担金額
１,５００円

２日目
治療費合計
４,５００円

通院保険金
４,５００円
自己負担金額
　　　　０円

３日目
治療費合計
３,５００円

通院保険金
３,５００円
自己負担金額
　　　　０円

※当社調べ

保障限度額
日額５千円

自己負担

通院保険金
５,０００円 通院保険金

４,５００円 通院保険金
３,５００円

・通院治療費合計　　　　　　　　　14,500円
・お支払いする通院保険金　　　　　13,000円
・自己負担　　　　　　　　  　　　　1,500円

プレミアムオレンジプラン（犬・猫）の場合

下痢（胃腸炎）で３日間通院した場合
例え
ば

↑

↑

病気もケガも16日目から保険責任（保障）が開始します。

※ 新規のご契約の場合、ガンは保障開始日から45日間の待機期間がございます。ガンに起因する各種保険金は46日目から保障を開始します。

スピーディーに保障を開始しますスピーディーに保障を開始します

保障割合100％保障割合100％

各プランの保険料は
年齢が上がっても変わりません
各プランの保険料は
年齢が上がっても変わりません

終身更新することが可能です（犬・猫の場合）終身更新することが可能です（犬・猫の場合）

1

2

3

各プランの保障限度額まで
治療費の実費をお支払いします。
※保障限度日数（回数）があります。

※新規加入可能年齢がございます。
※シニアプラン更新年齢になった場合は、
　シニア専用更新プランでの更新となります。
　

各新規加入可能年齢までにご加入頂き、
シニア更新年齢になった場合はシニア専用更新プラン
での更新（終身更新可能）となります。

4 小動物・鳥類・爬虫類もご加入いただけます小動物・鳥類・爬虫類もご加入いただけます

※満期日の１ヶ月前までに特段の意思表示（「更新の中止」や「契約内容の変更」等）が
　なされない場合、更新する旨の意志表示をなされたものとして更新手続きをいたします。

※新規・更新可能年齢は共通です。

「ペットは言葉で伝えることが出来ません」
ペットの何気ない変化を見逃さず、動物病院へ足を運んでいただき、
ケガや病気の早期発見・早期治療にお役立てください。



条件付きで保険金をお支払できる場合
臍ヘルニア -------------------------

避妊手術 ----------------------------
帝王切開 ----------------------------
口腔内の腫瘍 ----------------------

停留睾丸 ----------------------------
往診料 -------------------------------
休日診療費・時間外診療費 -----

美容整形を目的としたものではなく、健康を維持していく上で支障をきたすと獣医師が判断した
場合に行われる手術
病気治療の為やむを得ず行われる子宮の摘出費用
妊娠中の母体が偶然の交通事故に遭い帝王切開を行わなければ生命に危機が及ぶような場合
歯周病等の歯にかかわる疾患を起因としたものではない場合、その腫瘍の摘出費用
( 治療に伴う、抜歯、歯石除去、その他歯肉・歯牙にかかる処置は対象外です )。
精巣腫瘍の治療に伴い行われる手術。
重症により通院が困難となり、やむを得ず行われた往診の際に発生した「往診料」
緊急の診療を要する症状により、やむを得ず行われた休日や営業時間外の診療の際に発生した
「休日診療費」または「時間外診療費」。 など

※動物病院の発行する診断書をもって審査させていただきます事あらかじめご了承ください。

●日常かかりやすい病気（下痢・嘔吐・皮膚病・外耳炎など）
●不慮の事故によるケガ（骨折・外傷など）
●誤飲・誤食など

＊こんな場合に保険金をお支払いします

お申込日より過去１年以内にご通院歴がある場合、「そのケガ・病気はお支払の対象外」とする条件（特定疾病不担保特則）をつけてお引受することがあります。
なお、以下の病気に罹患している疑いがある場合には、契約のお引受自体いたしかねますのであらかじめご了承ください。また以下の病気以外でもケガ・病気等の
履歴によりお引受ができない場合もあります。

①悪性腫瘍②てんかん③水頭症④小脳障害⑤前庭疾患⑥免疫介在性溶血性貧血⑦僧房弁閉鎖不全 ( 心臓弁膜症 )⑧心雑音⑨心肥大⑩動脈管開存症⑪変形性脊椎症
⑫リューマチ性関節炎⑬靱帯断裂⑭ヘモバルトネラ症⑮バベシア症⑯猫エイズウィルス感染症⑰猫白血病ウィルス感染症⑱アリューシャン病⑲肝不全⑳慢性肝炎
㉑膵炎㉒膵外分泌不全㉓巨大食道症㉔巨大結腸症㉕門脈体循環シャント㉖インスリノーマ㉗気管虚脱㉘肺水腫㉙肺気腫㉚気胸㉛軟口蓋過長32慢性腎不全33慢性腎炎
34糖尿病35尿崩症36クッシング症候群 ( 副腎皮質機能亢進症 )37アジソン病 ( 副腎皮質機能低下症 )38甲状腺機能低下症　など

※健康体であることが条件 となります

＊お申込みいただくご契約時の条件

●責任開始日 (保障開始日 ) より前に被った障害
●保険契約者、被保険者の故意・重過失
●狂犬病や狂犬病に起因する場合
●責任開始日から遡り過去１３ヶ月以内に予防接種ワクチンの接種を
　受けていないことにより、障害が発生した場合 ( 犬・猫・フェレットの場合 )
●先天性の障害またはこれらに起因する場合
●先天性・後天性にかかわらず次に記載する障害
　鼠径ヘルニア・膝蓋骨脱臼・股関節形成不全症・レッグペルテス、てんかん
　停留睾丸・チェリーアイ・気管虚脱・猫免疫不全ウィルス感染症

●フィラリア感染症および、フィラリア感染症に起因する場合
●妊娠・出産・早産・流産・帝王切開の症例処置
　または予防措置費用（避妊・去勢など）
●歯科医療措置
●ノミ・ダニの予防措置費用
●健康体に施す予防措置費用
●フード ( 療法食・健康食品・サプリメントを含む ) の購入費用
●シャンプー・トリミング用品等の購入費
●東洋医学 ( 漢方・鍼灸等 )、代替医療 など

＊保険金のお支払できない主な場合 ※詳細は必ず重要事項説明書をご確認ください。

※ケース１・ケース２はプレミアムオレンジプランでのお支払い事例です。かかりやすい病気（当社お支払い事例）
１歳～２歳

１歳～２歳

犬
の
場
合

猫
の
場
合

膀胱炎、尿石症
関節炎、打撲、捻挫、靱帯損傷等
気管支炎
結膜炎
下痢、嘔吐、胃腸炎
皮膚炎、脱毛等
外耳炎

下痢、嘔吐、胃腸炎等
膀胱炎、尿路結石等
皮膚炎、脱毛等

３歳～４歳

３歳～４歳

下痢、嘔吐、胃腸炎
皮膚炎、脱毛
膀胱炎、尿石症等
結膜炎
気管支炎

下痢、嘔吐、胃腸炎等
皮膚炎、脱毛
膀胱炎、尿路結石等

５歳～８歳

５歳～８歳

椎間板ヘルニア、脊椎症
心臓弁膜症
皮膚炎、脱毛等
悪性腫瘍、脂肪腫
膀胱炎、尿石症
前立腺肥大
白内障、結膜炎

膀胱炎、尿路結石、腎不全、結膜炎等
下痢、嘔吐、胃腸炎等
皮膚炎、脱毛等

猫

尿石症 ・膀胱炎 /８日間通院

かかった治療費用　　３７，９０５円
保険金支払額　 ３７，９０５円
自己負担額　　　　      ０円

かかった治療費用　　３３，７０２円
保険金支払額　 ３１，５１６円
自己負担額　　２,１８６円

アレルギー性皮膚炎 /９日間通院

品種 品種　

６歳３歳 ミニチュアダックス
症状症状



　ペット分類表 /新規加入可能年齢・シニアプラン更新年齢

小型犬

中型犬

大型犬

・イタリアングレイハウンド・ウェストハイランドホワイトテリア・キャバリア・ケアンテリア・シーズー
・シェットランドシープドッグ・ジャックラッセルテリア・スコティッシュテリア・チャイニーズクレステッド・チワワ・狆 ( ちん )
・トイプードル・日本スピッツ・パグ・パピヨン・ビションフリーゼ・フレンチブルドッグ・ペキニーズ・ボストンテリア
・ポメラニアン・マルチーズ・ミニチュアシュ ナウザー・ミニチュアダックスフンド・ミニチュアピンシャー・ヨークシャテリア　ほか

・アメリカンコッカースパニエル・ウェルシュコーギー・ウィペット・甲斐犬・サルーキー・柴犬・スタンダードダックスフンド
・スタンダードプードル・バセットハウンド・ビーグル・ブルテリア・ブルドッグ・ホイペット・ボーダーコリー・北海道犬
・ミニチュアプードル・ミニチュアブルテリア　ほか
・アイリッシュセッター・秋田犬・アフガンハウンド・アラスカンマラミュート・イングリッシュセッター
・イングリッシュポインター・エアデール・紀州犬・グレイハウンド・グレートデン・グレートピレニーズ・コリー
・ゴールデンレトリバー・サモエド・シベリアンハスキー・ジャーマンシェパードドッグ・セントバーナード・ダルメシアン
・チャウチャウ・ニューファンドランド・バーニーズマウンテンドッグ・フラットコーテッドレトリバー・ボクサー・ボルゾイ
・ラフコリー・ラブラドールレトリバー　ほか

　
＊ＭＩＸ（雑種）犬の場合申込時点・更新時点での体重によって分類を決めさせていただきます。
・体重 6kg 未満　⇒　小型犬　・体重 18kg 未満　⇒　中型犬　・体重 18kg 以上　⇒　大型犬

＊　猫につきましては分類はございません　＊

※分類表に記載されていない犬種につきましては、
お気軽にプリズムコール®までお問合せください。

新規加入可能年齢 健康診断が必要な年齢※1 シニア専用更新プラン年齢※3

小型犬

中型犬

大型犬

猫

生後６０日以上　満１２歳未満

生後６０日以上　満１２歳未満

生後６０日以上　満１０歳未満

生後６０日以上　満１２歳未満

満９歳以上※２

満９歳以上※２

満９歳以上※２

満６歳以上※２

満１５歳以上※3

満１５歳以上※3

満１３歳以上※3

満１２歳以上※3

※１ 告知書の内容によっては、年齢にかかわらず健康診断をお願いする場合がございます。
※２ 弊社所定の健康診断 ( お申込日 ( 内容が完備した書類を代理店または弊社が受理した日 ) から起算して１ヶ月以内の身体検査・血液検査・既往歴獣医師様の所見 ) を受けていただいた
         うえでご契約の可否を決定させていただきます。
※３ シニア専用更新プラン年齢の年齢表記は責任開始日の年齢となります。

１．告知書の記載内容や健康診断書の結果により、ご契約をお引受できない場合や条件付きでお引受する場合があります。
２．健康診断書は、お申込日（内容が完備した書類を代理店または弊社が受理した日）から1ヶ月以内のものが必要となります。ご注意

最 高 保 障 限 度 額 147万円 87万円 81万円 39万円 94万円

おすすめのプレミアムオレンジプランの保険料は



犬・猫 シニア専用更新プラン

多頭割引（犬・猫プランのみ）

5％引き 8％引き
福祉割引 5％引き（全プラン対象）

※新規加入可能年齢までにご加入いただき、更新の際、シニアプラン更新年齢になった場合は、シニア専用更新プランでの更新（終身更新可能）となります。
　シニアプラン更新年齢はP3の「ペット分類表/新規加入可能年齢・シニアプラン更新年齢」をご覧ください。

うさぎ等小動物プラン 鳥類・爬虫類プラン

日額 まで
年間 まで

年間 まで

日額 まで
年間 まで

1回 まで
年2回

日額 まで
年間 まで

年間 まで

1回 まで
年2回

保障されません

ホワイトプラングリーンプラン

入院保険金

通院保険金

手術保険金

鳥　　　類
爬　虫　類

診断書費用保険金
最高保障限度額

日額 １０，０００円まで
年間 ６０日まで

年間 まで

日額 まで

1回 まで
年２回

日額 まで
年間 ３０日まで

年間 まで

日額 まで
年間 ３０日まで

日額 まで
年間 ２０日まで

日額 まで
年間 ２０日まで

1回 まで

日額 まで
年間 ３０日まで

年間 まで

1回 まで
年2回

保障されません

保障されません

保障されません

ホワイトプランブループランオレンジプラングリーンプラン

入院保険金

通院保険金

手術保険金

小　動　物

診断書費用保険金

最高保障限度額

すべてのご契約の契約者情報、保険料決済方法および払込方法を
同一にしていただきます。（保険料決済のための振替口座または
クレジットカードも同一にしていただきます。）

被保険者または被保険者ご自身と生計を同一にするご親族に身体障
害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳のいずれかをお持ちの方
がいる場合対象となります。福祉割引をご希望のお客様は、上記の
手帳のコピーをペット保険申込書に添付してください。

インターネット契約割引 3％引き（犬・猫プランのみ）
当社ホームページから、インターネットでお申込みいただいた場合、
初年度契約にインターネット契約割引３％が適用されます。
詳細は当社ホームページ「http://www.animalclub.jp/」をご覧ください。
※多頭割引・福祉割引との併用はできません。

［満11歳未満］うさぎ　［満5歳未満］フェレット／チンチラ　［満4歳未満］ハリネズミ／リス／モモンガ　［満3歳未満］モルモット　［満2歳未満］ハムスター小 動 物
鳥類・爬虫類 ［満20歳未満］オウム/ヨウム　［満9歳未満］ブンチョウ/サイチョウ/カナリア/インコ　［満5歳未満］ジュウシマツ　［満15歳未満］カメ　［満10歳未満］イグアナ

生後３０日から上記の年齢までご加入いただけます。※新規・更新可能年齢は共通です。

＊　保　　障　　内　　容　＊

年間 ６０日まで

１０，０００円

109万円 49万円 16万円 61万円

９０，０００円

５，０００円

１０，０００円

６０，０００円

４，０００円

８，０００円

年２回

５，０００円 １０，０００円

１５０，０００円

１０，０００円

５，０００円 １０，０００円
３０日 ３０日

５，０００円
６０日

３０，０００円 １２０，０００円

１０，０００円

入院保険金
通院保険金

手術保険金

ガン手術保険金

葬祭保険金

高度後遺障害保険金

診断書費用保険金

入院日１日ごとの治療実費を、保障限度日額を限度としてお支払いします。

通院日１日ごとの治療実費を、保障限度日額を限度としてお支払いします。
手術を受けた当日の手術にかかわる実費を、手術保険金額を限度にお支払いします。
※手術保険金の支払回数は年２回です。又、ガン手術保険金も保障対象となっている場合は、
ガン手術保険金と通算して年２回が支払限度となります。

ガンの手術を受けた当日の手術にかかわる実費を、ガン手術保険金額を限度にお支払
いします。※ガン手術保険金の支払回数は手術保険金と通算して年２回が限度となります。

火葬、埋葬、供養の為の仏具購入費などの実費を、保険金額を限度にお支払します。

障害を被り、四肢のうちいずれかにおいて中手骨( 前足 )または中足骨(後足)
より心臓に近い部分から欠損し、ペット用車椅子などの移動用補助器具を購入した場合、
その購入実費を保険金額を限度にお支払いします。
被保険者が上記の保険金のいずれかを請求するに当たり、提出された診断書
の作成費用を保険金額を限度にお支払いします。
※お支払する保険金は保険期間を通算して保険金額が限度となります。

※ご契約いただくプランによりましては、上記の保険金の一部が保障対象外となりますので、かならずプラン表でご確認ください。
※上記は保障のあらましです。保障内容の詳細は重要事項説明書で必ずご確認ください。

３，０００円

１０，０００円
52万円 55万円

最高保障限度額 147万円 43万円


