GEOS Search and Rescue 給付金の各種条件（SAR50/SAR100）

（抄訳版）
必ず原文（英語版）をご確認ください。万が一、本抄訳の内容が原文と異なる場合は原文を正とします。

GEOS Travel Safety | Search And Rescue 給付金|各種条件
会員給付金の説明 – SAR50
GEOS Private Search and Rescue（SAR）に登録した会員は、適用対象イベントの際、また
は任意の数の活動を実行中に発生する可能性のあるインシデントの際に自己負担した費
用について、払い戻しを受ける資格を得ます。
このような会員制の製品と給付金は、International Emergency Response Coordination
Center （IERCC:国際緊急対応連携センター）でモニタリングされている機器をサポートす
る追加サービスとして人気が高いことが分かっています。GEOS がサポートする機器は、
緊急対応サービスの調整および提供のために、緊急事態を即時に IERCC に伝達します。
支援が提供されると、次に懸念されるのは常に、誰が費用を負担するか、または現在どの
ような事態になっているかということです。ユーザーが SAR や Medevac の会員となってい
れば、そのような懸念は最小限になります。
GEOS の会員になることで、既にストレスの大きい状況に置かれたユーザーが安心を得ら
れます。初期対応機関による対応には高額の費用がかかる可能性がありますが、SAR の
会員となっていれば、それを心配する必要はありません。
GEOS Search and Rescue の SAR50 の会員に対して、任意の 12 カ月の期間に、登録者
ごとに最大$100,000（10 万米ドル）の捜索救難（SAR）費用を補償します。SAR50 会員給
付金は 1 年に複数回使用でき、
事故やその他の生命を脅かすような状況の結果として、GEOS が承認した機器を起動す
ることで緊急（911/SOS）支援を要請した会員による 1 回の請求は、最大で$50,000（5 万
米ドル）までとなります。
会員給付金の説明– SAR100
GEOS Private Search and Rescue（SAR）に登録した会員は、適格イベントの際、または任
意の数の活動を実行中に発生する可能性のあるインシデントの際に自己負担した費用に
ついて、払い戻しを受ける資格を得ます。
このような会員制の製品と給付金は、International Emergency Response Coordination
Center （IERCC:国際緊急対応連携センター）でモニタリングされている機器をサポートす
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る追加サービスとして人気が高いことが分かっています。GEOS がサポートする機器は、
緊急対応サービスの調整および提供のために、緊急事態を
即時に IERCC に伝達します。支援が提供されると、次に懸念されるのは常に、誰が費用
を負担するか、または現在どのような事態になっているかということです。ユーザーが
SAR や Medevac の会員となっていれば、そのような懸念は最小限になります。
GEOS の会員になることで、既にストレスの大きい状況に置かれたユーザーが安心を得ら
れます。初期対応機関による対応には高額の費用がかかる可能性がありますが、SAR の
会員となっていれば、それを心配する必要はありません。
GEOS Search and Rescue の SAR100 の会員に対して、任意の 12 カ月の期間に、登録者
ごとに最大$100,000（10 万米ドル）の捜索救難（SAR）費用を補償します。SAR100 会員給
付金は 1 年に複数回使用でき、
事故やその他の生命を脅かすような状況の結果として、GEOS が承認した機器を起動す
ることで緊急（911/SOS）支援を要請した会員による 1 回の請求は、最大で$100,000（10
万米ドル）までとなります。
定義
交戦中の戦争 - 任意の国の国軍から命令を受けているか雇用されている、英国法に従う
ものとみなされる会員が、能動的に戦争に参加すること。
探検 - 自分の娯楽やレジャーのためではなく、下記を含むがこれらに限られない特定の
目的のために、対象会員によって実施される組織的な旅または遠征。
• 科学的な研究および探査
• ドキュメンタリーの撮影
• 自然との触れ合い、慈善、および開発のプロジェクト
• 軍事活動または政府活動（あるいはその両方）
GEOS 認定機器またはアプリケーション – GEOS がサポートする機器およびアプリケーシ
ョンは、順次増えており、GEOS International Emergency Response Coordination Center
（IERCC:国際緊急対応連携センター）または GEOS Response, llc.がサポートする機器は
多数あります。サポートされる機器の最も正確なリストについては、GEOS のウェブサイト
をご覧ください。
International Emergency Response Coordination Center（IERCC:国際緊急対応連携セン
ター） – GEOS Response, LLC. によって運営されています。テキサス州ヒューストンから少
し郊外にある安全な構内施設に、本部である緊急対応インシデント指令センターがありま
す。IERCC には、年中無休の 24 時間体制で、認定された緊急対応スタッフのチームが配
置され、毎年世界中の何千もの緊急のインシデントに対処しています。
損害 - しかるべき緊急対応機関から捜索救助サービスの利用を勧告された場合に、身体
傷害、疾病、または会員の生命の危機を防ぐために発生した、必然的に会員が負担する
捜索救助の費用（航空機を含む）。
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GEOS は、追加的な捜索救助サービスが必要であると初期対応者が勧告した時点から、
そのような費用を会員に対して補償します。対応者によって会員が安全な場所に移送され
た時点で終了します。
会員 - GEOS 会員給付金サービスに登録している個人またはグループ。会員となる期間
は 12 カ月以上であり、会員給付金はインシデント時に全額支払われます。
既往の内科疾患
•

会員になったとき、または会員が避難または撤退する必要が生じる前の、いず
れか遅い方の時点で、会員が医師により末期予後診断を受けていた内科疾患。

•

会員になったとき、または会員が避難または撤退する必要が生じる前の、いず
れか遅い方の時点で、会員が手術を待機している内科疾患。

•

GEOS の会員になった日付、または会員が避難または撤退する必要が生じる
前の、いずれか遅い方に先立つ 3 カ月の期間に、会員が専門医を受診したか、
病院の診察（定期的な健康診断以外）を受けたか、入院したか、病院で治療ま
たは検査を受けた内科疾患。

•

GEOS の会員になった日付、または会員が避難または撤退する必要が生じる
前の、いずれか遅い方に先立つ 12 カ月間に会員が罹患していたか、治療（常
用薬剤以外）を受けていた、血液疾患、精神病、任意の形態の癌、白血病また
は腫瘍、透析、移植、または認知症。

•

GEOS の会員になった日付、または会員が避難または撤退する必要が生じる
前の、いずれか遅い方に先立つ 12 カ月間に会員が病院での治療を必要とし
た呼吸または心臓の問題。

•

HIV が陽性であると診断されたか、HIV または HIV に関連する任意の疾患の
治療を必要とする会員。
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適格イベント – 以下のことを行うために初期対応機関/リソースの利用を必要とするイン
シデント。
•

会員に緊急時サービス/支援を提供する。

•

会員をインシデント地域から移動させる（救助する）。

•

負傷した会員を安定させるか、安全な場所に移す（あるいはその両方）。

救助費用 - 旅行中に負傷したか病気にかかった会員を医療施設に移送するために、必
然的に会員が負担する救助費用（航空機を含む）および容態の安定化の費用（しかるべ
き緊急対応機関によりその費用が必要であると判断された場合）。このように会員が負担
した費用は、指名された緊急対応者から救助サービスが必要であると勧告された時点以
降のみ補償され、対応者によって会員が医療施設に移送されたときに終了します。会員
が最初に運び込まれた医療施設に、その会員の治療に必要な設備がない場合に、会員
を別の医療施設に移送するために要した費用も補償されます。
捜索救助費用 - しかるべき緊急対応機関から捜索救助サービスの利用を勧告された場
合に、身体傷害、疾病、または会員の生命の危機を防ぐために旅行中に発生した、必然
的に会員が負担する捜索救助の費用（航空機を含む）。

テロリズム - いずれかの政府に影響を与えたり、一般市民または一般市民の一部を恐怖
に陥れたりするなどの意図を持って、政治上、宗教上、イデオロギー上などの目的や理由
から、単独で、またはいずれかの組織または政府に代わって、あるいは組織または政府と
関係して行動している個人またはグループによる、武力または暴力の使用または脅迫を
含むがそれらに限られない行為。
戦争
•

戦争、侵略、外敵の活動、敵対行為または軍事行動（戦争の宣言の有無に
関わらない）、内戦、反乱、革命、暴動、騒乱（蜂起、軍事力、または政権簒
奪の一端を担うか、そのようになるまで拡大する）。

•

あらゆるテロ行為。

•

核兵器または核爆弾、あるいは化学兵器または生物兵器の使用または使
用するという脅迫の公表を含む、あらゆる戦争行為またはテロ行為。
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一般条件
1. 会員は、インシデント発生から 90 日間以内に、会員給付金請求の完全な詳細を
書面で提出するものとします。インシデント発生から 90 日間以内に請求を書面で
提出しなかった場合、GEOS 請求管理者との間で事前の取り決めがなければ、請
求に対する支払いは行われません。
2. 会員は、請求プロセスの一環として払い戻しの依頼を提出する際に、署名した同
意書フォームを提供するものとします。このフォームは、GEOS および GEOS が認
可した代理人が以下のものにアクセスすることを許可します。
a. インシデントに関連して提供された治療およびサービスのすべての記録
b. 会員が保持している他のすべての有効で補償を受けることが可能な保険
契約の詳細
3. 会員は、請求に関連する情報が要求された場合は GEOS に全面的に協力するも
のとし、GEOS 会員が保持している他のすべての有効で補償を受けることが可能
な保険契約の詳細を含め、インシデントに関連して提供された治療およびサービス
のすべての記録に GEOS がアクセスできるようにするものとします。
4. 登録解除（通達あり） - GEOS は、会員に対する書面による通達で、会員の登録を
解除するか、または登録内容を変更する場合があります。かかる通達では、登録
解除が発効する日時を明記するものとします。
5. その他の保険 - 会員は、この取り決めに従って請求の払い戻しを要求する時点で、
会員が保持している他のすべての有効で補償を受けることが可能な保険契約およ
びその他の有効で保証を受けることが可能な保険契約が、当該請求の費用の清
算に先に適用されることを GEOS に対して確認します。
6. 会員給付金は、以下の請求の範囲のみで会員の負担を補填します。
a. 会員の他の保険契約から除外されている請求。
b. 前述の他の有効で補償を受けることが可能な保険契約では完全には回収
されない場合、それらの他の保険で回収できない範囲の金額のみに対する
請求。
7. 詐欺、隠蔽、または故意による虚偽陳述 - この会員資格に影響する事柄に関連し
て、またはこの取り決めに従った請求に関連して、
会員による詐欺、隠蔽、または故意による虚偽陳述があった場合、この GEOS 会
30MAR2017 - 各種条件は変更される場合があります。詳細は弊社サイトをご覧ください。
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員資格は、無効になります。
除外される地域
GEOS SAR の給付対象となるのは、以下の除外される地域を除く世界のすべての国です。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

アフガニスタン
チェチェン
コンゴ民主共和国（DRC）
イラク
イスラエル（西岸地区、ガザ地区、および占領地のみ）
リビア
北朝鮮
ソマリア
シリア

除外事項 – 除外事項を明記しているのは、会員の保護のため、および GEOS が手頃な
価格でこの高価値の会員資格を継続して提供できるようにするためです。
GEOS SAR 50 会員資格では、以下のいずれかにより発生するか、以下のいずれかに寄
与する請求は除外されます。
1. 旅行中であるか、旅行の手配をしている給付金の受取人
a. 治療または回復期治療を受けることを目的とする場合。
b. 医師の指示に従わない場合。
c. 末期予後診断が下された後で、航空会社または輸送業者の健康および安
全上の制限に従わない場合。
d. スケジュールに、「除外される地域」に含まれる国が記載されている場合。
2. 犯罪行為または武器の違法使用（あるいはその両方）。
3. あらゆる種類の騒乱または暴動。
4. 自然災害。
5. 身体的または精神的な不調、負傷、病気、慢性疾患または再発性疾患であるか、
あるいは計画または勧告された GEOS 会員の医療処置が実施されており、
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給付金の受取人資格が開始した日付に、会員がそのことを知っていたか、または
保険引受人の合理的な意見において会員が知っていたとみなされる場合。
6. GEOS IERCC に対する GEOS がサポートする機器の起動に直接関連するあるい
はそれらの機器の起動によるものと考えられる既往の内科疾患。
7. 以下の活動に参加しているか、そのための訓練をしている GEOS 会員
a. 探検（定義は前述）、タイムトライアル、記録への挑戦（またはそれらの組み
合わせ）。
b. プロスポーツまたは任意の種類のレースでの乗車または運転。
c. スカイダイビング、スカイサーフィン、ハンググライディング、パラメーターグ
ライディング、またはアエロバティックス。
8. 国軍のメンバー（予備兵、志願兵、傭兵を含む）として任意の形態の作戦任務に参
加している給付金の受取人。
9. 人命の救助を試みた場合を除き、不用意かつ故意に危険な状況に曝された場合。
通常の準備をした人が携わるような通常の活動に関連する妥当な危険は除外され
ません。
10. 記載された活動の通常の参加者によって定義された、実施中の旅行を安全に完了
するために必要な装備、訓練、または能力が不十分である場合。
11. 報告されたインシデントまたはエスカレートされたインシデントの直接の原因となる
注意書きや警告の掲示を含め、沿岸警備隊または救急隊の指示に従わなかった
場合。
12. アルコール中毒または薬物中毒以外の状況で医師に指示されている場合を除き、
アルコールまたは薬物の影響を受けている、あるいはそれらの影響下にある場合。
13. 精神疾患があるかどうかにかかわらず、自殺したか、自殺を試みたか、故意に自
傷した場合。
14. 核燃料または核燃料の燃焼により生じた核廃棄物、あるいは、放射性物質、毒物、
爆発物または爆発性核構築あるいは核成分から発生した放射能による、電離放射
線または汚染。
15. 旅行しないこと、または旅行を継続しないことを決定した場合、それは適格イベント
とはみなされません。
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16. 現金またはクレジットカードの紛失などの金銭的な状況の変化は、適格イベントと
はみなされません。
17. パスポート、ビザ、または旅行のために必要なその他の書類を取得できなかった
場合。
18. 存在したか、開始していたか、予測されていた原因。または計画された旅行を開始
する前に事前の警告が出されていた原因。
19. 戦争またはテロ行為。
20. 交戦状態の戦争への参加。
21. 誘拐、拉致、または身代金。
22. この契約に影響する事柄に関連しているか、またはこの取り決めに従って請求を
行うことに関連した、会員による詐欺、隠蔽、または故意による虚偽陳述に起因す
るもの。
請求プロセス
GEOS Worldwide, Ltd.（GEOS）は、この会員給付金に関連する SAR 費用償還の依頼を申
告するプロセスを、可能な限り合理化するように努めており、以下に従うべきプロセスの概
要をまとめています。
請求は、直接 GEOS 会員管理ページ（http://www.geosalliance.com/member-services/.）
を通じて行ってください。
-

-

-

上記のページから会員用請求フォームをダウンロードし、要求された情報をすべて
記入してください。情報がすべて揃っていない場合は、単にお持ちの情報を請求管
理者（claims@geosalliance.com）に提出してください。
請求プロセスをサポートするため、会員は、インシデントに関連して提供されたす
べての医療サービスおよび治療の情報が、医療支援提供者によって GEOS に開
示されるように、署名した「同意書」を提供する必要があります。また、他に保持し
ている保険があればその完全な詳細も提供します。このフォームは、詳細な請求フ
ォームを請求管理者に送信したときに提供されます。
請求管理者は、上記の情報を受領すると、直ちに申請者と連絡を取り、請求プロセ
スの簡素化を支援します。
この会員向け給付金の対象となる費用払い戻しの依頼はすべて、弊社の保険引
受人が審査し、これらの各種条件によって決定します。
会員は、先に、自分の既存の医療保険または旅行保険に対して請求を行う必要が
あります（適格なインシデントの発生時点で有効なものがある場合）。GEOS
Membership Search and Rescue の資格は、発生した追加費用または既存の医療
補償範囲に含まれない費用を対象とします。

30MAR2017 - 各種条件は変更される場合があります。詳細は弊社サイトをご覧ください。
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GEOS Search and Rescue 給付金の各種条件（SAR50/SAR100）

注記：GEOS 会員制給付金プログラムのコストを手頃な価格に抑えるため、このプログラ
ムは一次的な給付金ではなく、二次的な費用補償手段として提供されています。会員は、
一般に一次的な医療保険または旅行保険の形で、他に一次的な費用補償範囲を保有し
ているものと考えられています。GEOS 会員給付金では、救助を手配し、一次的な補償範
囲では対象とならない費用を補償します。
会員給付金は、保険ではなく、二次的な保険契約でもありません。会員に支払われる給
付金です。
GEOS SAR 50 は、前払いの民間捜索救助会員制プログラムであり、保険制度でも、旅行
保険契約でも、医療保障制度でもないため、GEOS は、会員が自分の裁量で負担した費
用については払い戻しません。
各種条件についてご不明な点がある場合、お電話の場合は+1.832.799.6322 または
+1.855.238.1908（フリーダイヤル）、電子メールの場合は
support@geossafetysolutions.com まで、弊社の会員給付金チームにお問い合わせくださ
い。
_______________________________________________________________________________________________＿＿＿＿＿＿

GEOS 会員給付金の製品およびサービスの保証責任は、Lloyd’s の信頼できる引受人
が GEOS Worldwide, Ltd.(GEOS)に対して負います。それらの契約は GEOS がその会
員に提供する給付金に関して、GEOS を補填します。

30MAR2017 - 各種条件は変更される場合があります。詳細は弊社サイトをご覧ください。
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