エス・ティー・ワールドが展開するオリジナ
ル保険、トラベルプラスガード。そのメリッ
トをより分かりやすく伝える方法はないか…。
保険加入者が実際の旅行中にどのような使い
方をしているか。最前線に現場新宿支店に
潜入し、営業担当にヒアリングを行なった。

トラベルプラスガード

検証
ＴＰＧが最強の
保険と謳われる
理由とは

鈴木 最強の保険と謳ってい
るト ラ ベ ル プ ラ ス ガ ー ド
︵以下︑
ＴＰＧ︶ですが︑何が
どう最強なのでしょうか︒
實方 まず一日五百円と︑
保険料が安い！私の担当し
ている南米でいうと︑十日
間でもトータルで五千円︒
一般的 な 海 外 旅 行 保険の
シンプルプランで八千五百
円以上などになってしまう
んだよね︒学生旅行シーズ
ンになると︑
ＴＰＧは十四
日で七千円︒一般的な保険
では一万二千円以上と五千
︒
円も差 が …
鈴木 旅行中の食事二回分
ぐらいにはなりそう ︒
…
佐賀 リピーターのお客様に
ご活用いただいている裏技
もありまして︒一回目の旅
行の際にＴＰＧに加入し︑
無事故・保険無請求であれ
ば︑一年以内の出発の保険
料が半額になるんです︒例
えば︑夏休みにセブへ四日
ＴＰＧ
間へ行くとすると︑
代金として二千円がかかり
ますよね︒そのセブ旅行で
無事故で保険無請求だと︑
次に行く冬休みのヨーロッ
パ旅行十二日間の保険料が
六千円から三千円になると
いった具合です︒
鈴木 海外旅行保険って︑加
入しても使わないと損をし
た気分になり︑次回は入ら
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現場突撃した広報が語る

エス・ティー・ワールドが展開するオリジナル保険
トラベルプラスガード。そのメリットをより分かり
やすく伝える方法はないか…。実際の旅行中にどの
ような使い方がされているのか。現場の最前線新宿
支店に潜入し、営業担当にヒアリングを行なった。
くていいかという心理が
働きますもんね︒
佐賀 保険を使うことなく
トラブル無しで帰国いただ
くのが一番なんですが ︒
…
鈴木 クレジットカード
付帯の保険で旅行される
方も多いと聞きます︒
實方 クレジットカードの
付帯保険も︑実際あまり使
うことは少なくない？でも
年会費がかかるクレジッ
トカードだと︑年会費分は 佐賀 天候が原因って︑お客
使わないと損した気分にな 様もあきらめきれないです
るというか︒これ︑絶対あ よね︒中南米・アフリカは
るあるでしょ︒だけど︑ク じめ︑航空機を乗り継いで
レジットカードに付帯の保 行く旅先や︑行った旅先で
険だと海外旅行中に実際に 国内線・列車に乗る︑地域
起こりうるトラブルのいく をダイナミックに周遊するタ
つかはカバーできないんだ︒イプの旅行では︑天候やメ
鈴木 と︑いうと？
ンテナンスによるフライト
實方 旅行前のやむを得な の遅延により接続便を逃し
ないキャンセルのキャンセ してしまったり︑列車が遅延
ル料保障︑旅行中の偶発的
て︑帰国便に乗れなかっ
し
な事故による旅行行程の
たりというリスクが常にあ
再手配代とかのこと︒逆に あります︒
ＴＰＧは︑携行品損害は盗 航空会社の責任は乗客を最
難時しか保障がないんだけ 終目的地までに送り届ける
ど︒航空会社に預けたスー ことだけなので︑旅先の遅れ
ツケースが壊れたり︑カメ を取り戻すために再手配する
ラを落として壊れたり ︒
… ホテル代︑現地国内線など
そんな時は︑クレジット
は基本的に保証しないんです︒
カード付帯の保険の方が条 また︑帰国便の直前の列車
件が良い場合もあったりし や︑別の航空会社の国内線
て︒そこに関していうと︑ が遅延し︑国際線に乗れな
クレジットカード付帯保険 くても︑帰国便の航空会社
を活用した方が絶対に良い！ では﹁搭乗予定者の乗り遅れ﹂
旅行代金をカードで払って になってしまって︒帰国便の
いるかどうかで適用条件が 片道航空券を買い直すのに
変わるから︑ちゃんと事前 中南米ですと閑散期でも十
に確認して︑旅行代金の支 五万などかかってしまうん
払い方法を活用するのが︑ ですよ︒
ＴＰＧはこのよう
営業現場で実際に働いてい なトラブルでも﹁旅行事故
思うことかなあ︒
緊急費用﹂として最大二十

鈴木 キャンセル料の保障
や︑旅行中の再手配につい
て実際の現場では︑どのよ
うなケースがあるか︑詳し
く教えていただけますか︒
實方 キャンセル料保障の例
でいうと︑旅行申込後に妊娠
が発覚したり︑お子様がイ
ンフルエンザにかかったり
が圧倒的に多い！あとは出
発日に大雪のせいで公共交
通機関がストップして︑空
港に行けず︑止むを得ずキ
ャンセルというケースも少な
からず ︒
…旅行中の再手配
とかって国内外関わらず︑天
候が原因のものがほとんど︒

実際の現場で
起こっている
ケース

※この記事はエス・ティー・ワールドに作成した広告ですが、
記事に登場する例は実際に起こったものです。なお、インタビュアーの鈴木と
實方氏は同輩である。

万円までカバーします︒
ののみなので︑スーツケースが
した︒トラブルに遭われて︑
一般の海外旅行では︑最大五 現地で追加の出費もかかって 壊れてしまった︑カメラを落
万円までの保険補償内容にな しまい︑二重苦に遭われて
としてしまい壊れてしまった︑
っていることが多いですね ︒
といったものは保障対象外で
…しまったお客様に対して︑
全然足りません ︒
す︒クレジットカード付帯保
Ｔ
ＰＧに加入されているお
…
客様には保険の適用を見越し 険とうま く併用していただく
て保険枠の中でより良い状況 とよいですね︒
解決の提案ができるようにな
りました︒
實方 アメリカや中南米では
最後に
特に現地の日中は日本の夜間
で日本の営業担当とコンタク
トが取れないケースがあるん
だけど︒アメリカ・メキシコ︑
カナダ︑キューバ︑ジャマイ
鈴木 今までは︑海外旅行
カ︑ペルーには現地支店がある 保険というと出発前に空港で
から︑
ＴＰＧに加入しているお 入るイメージでしたが︑旅
客様には︑現地支店スタッフか 行の検討段階から保険を検
鈴木 実際にそういった
ら︑すぐに代案の提示が出来 討することでメリットを最大
トラブルは︑起きているの
る︒現地に住んでいる人から 限生かしていただけることが
でしょうか？
のサポートだと安心できるよね︒ 分かりました︒旅行保険は
實方 事故の大小やかかっ
オマケではなく︑旅行前や
た金額は別として︑私のお
旅行中の安心︑いざという
客様だけでも︑年間二十名
時の強い味方にしていただ
はいらっしゃる感覚︒
けるよう旅行会社選びや手
鈴木 エス・ティー・ワー
配方法の検討の段階でぜひ考
ルドの営業スタッフは︑約
慮いただけるといいですね︒
百五十名だから ︒
…誰にで
實方 お客様の旅行の体験
も起こりうる可能性はあり
だったり︑満足度にトータル
そうですね︒直行便でいけ
で関わってくることだし︑正
るリゾート一箇所滞在です
直︑営業現場目線でいうなら︑
と︑そうしたリスクは少な
ＴＰ
で旅行するなら︑
いんでしょうか？
Ｇに加入した方が絶対に良い！
實方
で送客の多い
私もプライベートの旅行を
モルディブやフィリピンの
で手配する時は絶対
ボラカイ島とかだと︑ホテ 鈴木 現地でのトラブル時に
ルのある島に行くのに船や小 保険が適用できる・できない 加入するんで！
鈴木 まあまあ︒保険は任意
型機に乗らなきゃいけなくて︒ の条件はあるんですか？
悪天候で島から出発できずに 實方 公的機関等から事故発生 ですから︵笑︶
帰国便に乗ることが出来ずに︑ の証明書が発行されること︒
お客様の自己負担になってし 航空機遅延だったら︑遅延
まったケ ー ス も あ っ た か ら ︑ 証明書︑盗難ならば警察の
リ ス ク が 少 な い と い う こ と 盗難証明が必要！あ︑あと︑
も な い か な ︒ リ ゾート滞在型﹁旅行事故緊急費用﹂の保障
のツアーって︑ハネムーンや 条件の中で項目別に限度額が
家族全員で参加いただく方が あるんだよね︒食事代は一万
多いから︑その追加費用は ︒円まで︑国際電話等の通信費
…
想像したくもないよね︒
は十万円まで︑など︒寝坊 な
…
ど公的証明書が出ないものは︑
もちろんＮＧ︒
︵笑︶
鈴木 なるほど！旅行前の
ＴＰＧ開発の
トラブルに対するシュミレー
裏側に迫る
ションが出来ていると万が一
の時にもスムーズに動くこ
とが出来ますね︒自社の商品
ながら悪いことが見受けら
れない保険ですが︑他には
何か注意点はありますか？
佐賀 一般的な保険と違い︑
キャンセル料保障がある性
質から︑出発直前に加入を
いただけない保険なんです︒
また︑加入をいただくと︑
本体のキャンセル料発生日
前にお客様都合でキャンセ
ルになった際には︑事務手
数料三千円︵保険料が三千円
以下の場合は追加徴収無し︶
がかかります︒あとは︑繰り
返しになってしまうのですが
携行品保障はが盗難が原因の

佐賀 ズバリ︑
ＴＰＧとは︑
弊社でご旅行いただくお客
様の困ったを全力で解決する
ために︑弊社の代表が採算
度外視で開発した保険なので
す︒カードの利用促進を目的
としたクレジットカード付帯
保険や営利目的の海外旅行保
とは︑そこが違います︒
鈴木 開 発 に は ︑Ｔ Ｐ Ｇ 共
済会チームの並々ならぬ苦
労があったと聞きます︒
佐賀 そうですね︑おかげで
ＴＰＧが発足してから営業現
場だけでなく現地支店でも
非常に仕事をしやすくなりま
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※今回取材に応じてくれた實方氏。

以上が、現場実証検証レポートだ。価格が
安い、掛け捨てではないことなど、他の保
険では考えられないような保障内容があり、
最強の保険の名は伊達ではないようだ。今
回は、中南米担当を突撃したがヨーロッパ担
当やその他方面の担当に話を聞けば、また
違った話を聞けるかもしれない。今後も
TPG の全貌を暴くべく、広報の突撃取材は
続く。
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TPG 詳細 URL:

http://plusguard.jp

