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民間の健康保険とは ?

多くのオーストラリア人は、医療費に割増金を支払
い、民間の健康保険に加入しています。これにより、
民間病院での治療や、メディケアを通しては利用
できない、歯科医療や保健関連医療サービスを受
けることができます。

詳細情報

bupa.com.au/
学生

民間の健康保険を利用する場合、主として治療を
担当する医師を選ぶことができます。また、あな
たが要請した場合、また、治療が利用可能な場合
は、あなたには個室が補償されます。
保険の補償には 2 種類あります：
• 病院の補償は、民間患者としての病院治療の費
用に充てられます。

• メディケアの補償対象ではない、歯科、理学療法、
眼科サービスなどの医療以外の医療サービスに対
する一般治療 (「補助」または「追加」)。

メディケアとは ?

メディケアはオーストラリアの国民、永住者、
および相互医療契約（これらの契約条件に従う）
があり、歯科医や提携する医療従事者による医
療費や一部のサービスに補助金を与える国から
の訪問者が利用できるオーストラリアのユニバー
サルシステムです。

また、オーストラリア政府と州政府間の取り決め
に基づき、あなたが「公的」（無償）患者として
扱われる場合、有資格の専門家の監督の下で、
トレーニング中の医師によって治療を受ける場合
があります。

私はメディケアを利用できますか ?

学生ビザの申請中、現在の学生、または学生ビ
ザの延長を検討している場合、通常、メディケア
にはアクセスできません。1

Bupa の補償対象は何ですか ?

弊弊社は、私立病院または公立病院での病院医
療、医師の選択、病院外医療および提携医療従
事者の料金、薬局、および幅広い追加サービス
に対して補償します。

オーストラリアの医療

オーストラリアは、世界でも最善の医療制度の一つを有していると言われています。しかし、このシステムは
複雑で、新しい訪問者にとって医療へのアクセスは混乱を招く可能性があることを理解しています。そのため、
弊社は、お客様のニーズに最適なものを見つけるための最高のアドバイスとサポートを提供することを目標と
しています。これにより、お客様は必要なときに最高の医療サービスを確実に受けられることになります。
オーストラリア政府は、オーストラリア居住者が最低限の費用で公立病院に行け、医療サービス、薬局、およ
び追加のサービスの一部を助成する契約を締結しています。
民間健康保険を含む民間セクターは、これらを補完する幅広いサービスを提供しています。

Bupa は、海外の学生が、公共部門と民間部門の両方で幅広い医療サービスにアクセスできるようにします。
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相互医療契約国の学生は、メディケアに一部アクセスすることができますが、それでも OSHC が必要となる場合があります。
詳細については、humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/reciprocal-health-care-agreements をご覧ください。
1
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ビザの要件を満たす

100% 確実にオーストラリア政府
の保険要件に従うには。

メンタルヘルスの特典

皆様のメンタルヘルスは弊社に
とって重要です。そのため、GP
ケアプランを設定せずに、心理学
やカウンセリング 2 サービスなど
のメンタルヘルス特典をご利用い
ただけます。

予期せぬ事態から身を守る

滞在中に予期せぬ事態が発生し
た場合は、治療や医療の補償を
受けることができます。

Bupa Advantage 海外学生向け
保険が選ばれる理由

弊社が他と一線を画しているのは、会員がより長く、より健康で、より幸せな生活を送れるように支援している
点です。弊社は、あなたの健康を重視しますので、あなたは学業に集中することができます。

Advantage Overseas Student Health Cover（アドバンテージ海外留学生保険、OSHC）は、病気や事故
の場合に、医療費の補償を確実にします。オーストラリア政府は、オーストラリアでの在留期間中、OSHC を
あなたに義務付けています。1 国務省にビザ申請を提出する場合、OSHC の証明を提示する必要があります。
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無制限の緊急救急車

弊社は、認定プロバイダーによる
すべての緊急輸送および現場治
療の費用を引き受けます。

利便性

Members First and Network
の病院で治療を望む場合の場所
と時間の選択。

OSHC エクストラ

歯科、理学療法、カイロプラク
ティック、眼科など、OSHC がカ
バーしないサービスには、エクス
トラカバーを選択してください。

この製品は、一部の教育パートナーのみにご利用いただけます。OSHC の資格を得るには、学生ビザの保持、学生ビザの申請、また
は学生ビザの延長申請中のブリッジングビザの取得が必要です。 1 選別された国からの学生は OSHC を必要としない場合があります。
詳細については、border.gov.au/Trav/Stud/More/Health-Insurance-for-Students をご覧ください。 2 公認プロバイダーによる医療。
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アドバンテージ海外留学生保険
院内サービス

病院および医療サービス

リハビリテーション

病院精神科サービス
緩和ケア
血液

骨髄輸血または骨髄移植
眼（白内障を除く）
白内障

耳、鼻、咽喉

骨、関節、筋肉
関節再建術

人工関節置換術（股関節および膝関節以外）
人工関節置換術（股関節および膝関節）
臓器移植

慢性腎不全に対する透析
ヘルニアおよび虫垂
心臓および血管系
婦人科

流産および妊娠中絶
妊娠および出産
生殖補助医療
男性生殖器系

形成・再建外科（医療上必要）
すべての美容整形手術

その他すべてのメディケア認定サービス
院内医療サービス
入院医療費

メディケアが認めるほとんどの診断検査（例 :X 線検査、病理検査）
外来医療サービス
GP 診察

専門医の診察

病理検査（血液検査など）

放射線科（X 線スキャンなど）
提携医療サービス
外来妊娠サービス

外来精神科サービス

選別された薬局品目
追加特典

緊急時および限定された緊急以外の救急サービス
本国送還

家族の院内特典

松葉杖と車椅子の特典

追加サービス（例 : 歯科、眼科、理学療法）の補償
旅費・宿泊費の特典

メンバーシップには 3 種類あります。

アドバンテージ OSHC
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MBS の 100%

P

MBS の 100%
MBS の 100%

P
P
P
P
P

処方箋あたり 60 ドル
1 人当たり年間限度 600 ドル（1 家族会員当たり 1200 ドル）
救急車のみ

P
O
O
O
O

MBS は、メディケアの補償対象として認められている医療サービスおよび治療のリストであり、オーストラリア政府が設定する当該サー
ビスおよび治療に関連する料金です。2 年間 600 ドル（独身者の場合）、1,200 ドル（カップルおよび家族の場合）。 3 条件が適用されます。
詳細については、弊社までお問い合わせください。 4 待機期間、ポリシー、基金の規則が適用されます。 5 最大 100,000 ドル、また
は遺体返還の場合は 10,000 ドルまで。特典額は、Bupa が承認した場合にのみ支払われます。 6 心理状態については 1 回の診察につ
き最高 75 ドル、カウンセリングについては最高 40 ドル、1 人 1 暦年につき最高 150 ドルまで受け取ることができます。 7OSHC は、あ
なたの母親、父親、兄弟、伯母など、拡大家族は補償しません。これらの家族がオーストラリアに旅行に来られた場合には、海外か
らの旅行者保険を提供できます。詳細については、134 135 までお問い合わせください。 8 認定プロバイダーによる医療。

シングル

学生のみ補償

カップル

学生と学生の扶養ビザに
記載されているパートナーの
補償

家族 7

学生、そのパートナー、
およびオーストラリア在住の
18 歳未満の被扶養児童の補償

学生は、主要な学生ビザ保持者として定義されます

民間病院および公立病院の利用

ほとんどの場合、会員は、Members First、
Network、および公立病院で入院治療、宿泊、
および検査手術室料金の補償を受けます。

医師および専門医

Medicare Benefits Schedule (MBS)1 の料金
の 100% まで、病院内外の医師または専門医が
提供する医療サービスの費用を受け取ることがで
きます。

薬局

PBS の自己負担金の支払いがあった後、処方薬
あたり最高 60 ドルを請求します。2

救急車

救急車による救急搬送や現場治療は、弊社認定
プロバイダーが無制限に提供いたします。

個室

Members First の病院に入院すると、利用可能
な個室を自分で確保するか、個室取得できない場
合は病院から 50 ドルの払い戻しを受けることが
できます。3

医療的本国送還

末期に病気になった場合や、生命を脅かす病気／
怪我を負った場合、弊社は、あなたの出身国へ
の帰国費用を援助します。4, 5

メンタルヘルス

あなたのメンタルヘルスは重要です。アクセス
心療内科およびカウンセリングへの年間制限まで
の特典。4, 6, 8

待機期間が適用されることを
忘れないでください
12 か月待機期間：

• 既存のすべての病状、病気、疾患（待機期間が
適用されない精神医学的性質のものを除く）
• 妊娠関連病状。

待機期間は、以下の場合は適用されません：
• 弊社の保険加入後に持続していた事故により、
治療が必要となる場合

• bupa.com.au/oshc-info の「重要な情報ガイ
ド」の「緊急治療」の項で規定されている症状
がある

対象外のサービス

• 医療サービス諮問委員によって承認されていない
医療行為。
• メディケアが認めない医療行為。
• 実験的治療。

• レスパイトケア。

• 待機的美容整形手術。

完全に補償されていない、または全く補償されて
いないその他のサービスがあります。

保証の有無を含む、詳しい情報をご希望の場合は、
bupa.com.au/oshc-info の「重要情報ガイド」
と併せてお読みください。

1
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OSHC エクストラカバー

OSHC エクストラは、お値打ちな料金をお求めの若くて健康な学生のためにデザインされた特別保険です。
OSHC エクストラは、ビザに準拠したアドバンテージ海外留学生保険（SHC）に追加して加入いただけます。
また、OSHC のみでは補償されない追加サービスを、該当する年間 210222 限度まで提供いたします。歯科検診、
理学療法、カイロプラクティック、足病科の診察など、オーストラリアでの勉学中に必要な Members First エ
クストラサービス 1 を毎年一定数 100% カバーします（年間来院制限が適用されます）。これは、Members
First のプロバイダーでの年間訪問回数の上限まで、これらの追加サービスに対する自己負担額を支払う必要
がないことを意味します。簡単に理解でき、使い易くしてあるため、最初からどのような価値を得られるかがわ
かります。

P
P
P
P

Members First エクストラ - 対象

年間来院数

理学療法、カイロプラクティックおよび／または足病学の診察 3

3

歯科検診 2

ボーナス・ドル - シングルは 50 ドル、カップルは 100 ドル
Bupa 栄養士との電話相談 4

頻繁に使用されるエクストラ

弊社のその他の追加サービスと比較しやすくするために、弊社メンバーが最も頻繁に使用する追加サービ
スを以下に一覧しました。

エクストラ

お好みの
バジェット
トップ
トップ
トップ
Extras 60
エクストラ 60 （4 つのサービ エクストラ 60 エクストラ 75 エクストラ 90
スを選択）

1

60% 以上が
Members First
プロバイダ
ーに所属 9

1
2

エクストラサービスの初回待機期間は 2 か月です

ボーナス・ドル

また、合計 50 ドル（カップルおよび家族会員の場
合は 100 ドル）を寄付します。これは、Members
First の医療提供者（例 : 歯科充填または追加の理
学治療）の自己負担額（エクストラ）に充てるために、
追加サービスで共有することができます。

Bupa Optical

Bupa Optical の店舗で 50 ドルのバウチャーをもら
えます。5

お近くの Bupa Optical プロバイダーの一覧について
は、www.bupa.com.au/find-a-provider をご覧
いただくか、bupaoptical.bupa.com.au をご覧く
ださい

Members First プロバイダーの料金

この補償の下で特典を受けられない場合でも、この
補償により Members First の医療提供者で選択さ
れた追加サービスの Members First 料金にアクセス
することができます。これは、幅広いサービスおよび
相談に対して確実に費用があることを意味します。
お近くの Members First プロバイダーの一覧につい
ては、www.bupa.com.au/find-a-provider をご
覧ください。
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年間限度

待機期間

Members First プラチナでさらにお得に

一般歯科

2 か月

メジャー歯科

12 か月

詳細は bupa.com.au/members-firstplatinum をご覧ください。

メガネやコンタク
トレンズ

2 か月

Members First プロバイダーネットワーク

理学療法

2 か月

カイロプラク
ティックおよび整
骨治療

2 か月

自然療法

2 か月

Members First のプロバイダーで、毎年、一定数の
エクストラサービスについて、100% の補償を受ける
ことができます。また、病院の補償を追加される場合、
Members First Platinum 歯科の特定の一般歯科
サービスに対するお支払いはありません。6

Bupa Members First は、歯科、理学療法、カイ
ロプラクティック、足病治療プロバイダーを含む、医
療専門家の広範なネットワークです。OSHC エクスト
ラは、このネットワークを通じてのみご利用いただけ
ます。このネットワークでは、設定されたサービス数
で 100% 補償されます（年間来院制限が適用されま
す）。これは、これらのサービスのために Members
First Network のプロバイダーを訪問する際に、自
己負担の経費を支払う必要がないことを意味します。
OSHC エクストラは、Bupa Members First 以外の
医療提供者におけるサービスには適用されません。

年間来院数制限、ボーナス金額、待機期間、保険会社規則が適用されます。 2 検査、歯石除去とクリーニング、フッ素および 2 枚の
咬翼法 X 線のみを含みます。3 毎年 3 回のサービス（理学療法、カイロプラクティック、足病の合計限度）
。 4Bupa 栄養士の相談は英
語でのみ実施可能です。 5 バウチャーの交付に必要なメールアドレスの提供。 6 待機期間、保険会社とポリシーの規則が適用されます。
7
この金額は、前年同期比で最高 6 年まで毎年増加します。
1

60% 以上が
60% 以上が
75% 以上が
90% 以上が
Members First Members First Members First Members First
プロバイダ
プロバイダ
プロバイダ
プロバイダ
ーに所属 9
ーに所属 9
ーに所属 9
ーに所属 9
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その他のサービス

350 ドル t
700 ドル l

150 ドル t
300 ドル l

350 ドル t
700 ドル l
合算限度額

自然療法
サブリミット：
100 ドル t
200 ドル l

最長 12 か月

700 ドル 7

無制限

無制限

無制限

500 ドル 7

1,000 ドル

1,100 ドル

1,200 ドル

180 ドル

200 ドル

240 ドル

280 ドル

450 ドル 7

700 ドル

800 ドル

900 ドル

350 ドル 7 t
700 ドル 7 l

500 ドル t
1,000 ドル l

600 ドル t
1,200 ドル l

700 ドル t
1,400 ドル l

500 ドル 7 マッ
サージの
サブリミット：
1 名様あたり
100 ドル

400 ドル
マッサージ
サブリミット：
150 ドル t
300 ドル l

500 ドル
マッサージ
サブリミット：
200 ドル t
400 ドル l

500 ドル
マッサージ
サブリミット：
200 ドル t
400 ドル l

リンク先 : bupa.com.au/oshc-info

低い補償

t 1 人あたり l 会員 1 人あたり

高い補償

以下のサービスは、自然療法の補償対象となります。マッサージ
（治療用マッサージ、筋療法、漢方療法マッサージ）、鍼灸、中国漢方療法。
Members First エクストラ・プロバイダーのほとんどの項目には、歯科、理学療法、カイロプラクティック、足病の診察が含まれます
（Budget
Extras 60 では足病は対象外 )。年間限度、待機期間、保険会社およびポリシーの規則が適用されます。歯列矯正、矯正、病院治療を
除きます。特典設定は他の認定プロバイダーに適用されます。
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会員の皆様への詳細情報

弊社は、すべての会員が健康と福祉の向上を達成し、維持するための支援とサポートを受けるに値すると考
えています。それは、健康転帰の改善を支援するプログラムから、長期的な健康状態に関する自己管理ガイ
ドまで、様々です。より健康で幸せな生活を送るためのお手伝いをすることは、弊社のコミットメントの一環
です。

24 時間サポートライン

弊社の 24 時間学生アドバイスラインは、
医療および事故支援、自宅および資産に関
する問い合わせ、一般税および法的問い合
わせ、個人の安全性、薬物またはアルコー
ルの問題、外傷に関するカウンセリングな
ど、さまざまな緊急事態に対して、180 言
語でアドバイスと支援を提供します。

このサービスをご利用になるには、
1300 884 235 までお電話ください

myBupa（マイブパ）

myBupa.com.au は、弊社の会員様向けセルフ
サービスエリアです。オンラインでの健康保険の
管理と理解を容易にします。

登録後、安全なログイン情報を使用してログイン
するだけで、以下のことができます：
• ポリシー文書と税金情報へのアクセス。

• Extras（エクストラ）の請求を提出し、
請求履歴を
確認。
• 個人情報の更新。

• 専用のヘルスツールや割引の利用。
• myBupa アプリで Bupa を入手。

Bupa に優しい医師を探す

Bupa に優しい医師が、あなたの現金払い費
用を削減または排除するために、あなたの請
求を直接 Bupa に提出することに同意します。
1

bupa.com.au/find-a-doctor にアクセスし
て医師を検索する

デジタルメンタルヘルス

精神の健康は、身体の健康と同様に重要で
す。より良いサポートを提供するために、不
安やうつ病の症状を管理するのに役立つオン
ライン認知行動療法（CBT）コースを提供す
る This Way Up と合意しました。オンライン
CBT は、医師の診察を受ける際に通常受け
る CBT 治療のコースを模倣するように設計
されています。

医師が Bupa の特典額よりも高い金額を請求した場合、自己負担額が発生する場合があります。この経費は Bupa ではカバーされま
せん。

節約の仕方

Bupa Plus は、40 社以上のパートナー
から提供されるサービスで、保険会社と
して Bupa を選ばれた皆様に心から感
謝いたします。

Members First の病院は、自己負担の
病院費用を削減または排除するお手伝
いをします。

• RedBalloon – 129 ドル以上のお買い
上げでいずれかの RedBalloon 体験
が 30 ドル割引

弊社の会員様向け First Day 病院を使
用されますと、病院や入院医療サービス
の自己負担はありません。NT では利用
できません。補償に関する超過分は、
引き続き適用されます。

• endota spa – オンライン購入の
endota 製品に対する 25% 割引

• New Balance – オンラインでご購入
いただいた定価の New Balance 商
品を 20% 割引

• 映画バウチャー – イベントシネマ、
バーチキャロル & コイル、グレーター
ユニオン、ビレッジシネマの映画バウ
チャーをオンラインでご購入いただく
と、チケット売り場の料金から最大
25% 割引

これらの割引その他を利用するには、
myBupa.com.au/offers をご覧くださ
い。ご利用規約が適用されます。

Members First 病院

会員向け First Day ホスピタル

どこから開始するかまだ不明で
すか？ 親切なチームにご相談く
ださい。
bupa.com.au/ 学生

Bupa 健康保険店に
お越しください。
1800 888 942

1
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健康保険について知って
おくべき重要なこと
他の OSHC プロバイダーからの切り替え

補償対象は何ですか ?

他の OSHC プロバイダーから Bupa に変更される場
合、これらのサービスが新しい弊社カバーで提供され
る限り、またお客様の以前の OSHC と Bupa カバー
の間にギャップがない限り、古いカバーでお客様が有
していたすべての特典は引き続き補償されます。これは
「継続性」と呼ばれます。

病院費用の補償
民間病院の補償では、民間病院または公立病院のい
ずれかで民間患者として治療を受けることを選択でき
ます。入院される場合、ほとんどの場合に、入院治療
の一部として以下のような入院費を補償されます：
• 宿泊または当日滞在。

医療保険会社を変更する場合、古い保険会社によっ
て支払われた追加特典は、弊社での会員権の最初の
1 年間の年間限度額に加算されます。また、旧保険会
社が支払った特典額は、生涯最大限度額に加算され
ます。

• 手術室、集中治療室、および分娩病棟の料金。

• 医薬品特典制度（PBS）で治療される疾患に対して
承認され、院内治療の一部として提供される医薬品。
• 入院の一部として提供される理学療法、作業療法、
言語療法、その他の関連医療サービス。

切り替えの詳細については、「重要な情報ガイド」
（bupa.com.au/oshc-info）を参照してください。

• オーストラリア政府の補綴物リストに承認された特典
額までの、外科的に移植された補綴物。
• 可能であれば、臨床的に適切な個室。1
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1

条件が適用されます。詳細については、弊社までお問い合わせください。

医療費の補償対象
これらは、医師、外科医、麻酔医、またはその他の
専門医があなたに提供した治療に対して請求する費
用です。
補償対象 :

• メディケア特典スケジュール（MBS）料金の最大
100% を補償する、入院および外来医療サービスの
費用。上記のスケジュール料金は、オーストラリア居
住者向けの特定のサービスに対する適切な料金とし
てオーストラリア政府が決定した料金です。
• メディケアによって医学的に必要と認識されているほ
とんどの入院患者または外来患者に対する診断検査
（例 : 病理、放射線）。

• メディケア特典がオーストラリア居住者に支払われ
る、提携医療プロバイダー（心理専門家、検眼医、
理学療法士など）が提供する外来医療サービス。

• 会員の医師、専門医、または提携の医療提供者がメ
ディケア特典スケジュール料金よりも多く請求する場
合、会員様が「ギャップ料金」を支払うがあります。

補償の対象とならないものは何ですか ?

補償されない病院費用
補償されない可能性が高い場合、または多額の自己負
担費用が発生する状況：

・待機時間中。

• 契約外の病院で治療を受ける場合。

・固定料金制の病院または固定料金制のサービスを受
けている病院が請求する固定料金について。
• 入院しておらず、外来治療（例 : 救急治療室、産科
医との出産前の外来での出産前診察）を受けている
場合、補償対象とならないことがあります。

補償されない医療費
以下は補償の対象となりません。

• 歯科医師、足病医、またはその他の開業医、または
メディケアを通じてリベートを受ける資格のないサー
ビスによって実施される外科手術のための医療サービ
ス。

・オーストラリア入国ビザ又は永住ビザ取得に必要な
診察、X 線、予防接種、その他治療に要する費用。
• 美容整形手術。

対象外の情報については、「重要な情報ガイド」
bupa.com.au/oshc-info を参照してください。
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自己負担の病院費用の削減

Bupa Medical のギャップスキーム

Bupa Medical のギャップスキームは、病院での治
療費をお客様が支払う費用を除去または削減する
ことを目的としています。医師があなたの治療に本
スキームを使用することを選択した場合、医師は一
定の料金のみを請求することに同意します。Bupa
は、通常よりもはるかに高い金額を支払い、追加費
用を負担します。医師がギャップなしオプションを
使用する場合、Bupa がすべての追加料金を負担し
ますので、あなたはその医師の医療費は何も支払い
ません。それ以外の場合、ギャップスキームの使
用を選択した各医師について、あなたが支払う最高
額は、医療費の自己負担額として最大 500 ドルと
なります。あなたの治療に関わる各医師は、公立病
院または Bupa が契約している民間病院への入院
に Bupa Medical のギャップスキームを使用するこ
とを選択できます。

詳細については、bupa.com.au/medicalgapscheme を
参照してください。

エクストラ補償
待機期間

待機時間とは、特定のサービスで補償されない時間
です。これは、オーストラリアに入国した日付、また
は会員登録を開始した日付、のいずれか遅い方から
開始されます。

待機期間内に治療を受ける場合、治療が緊急治療と
して分類されない限り、病院および医療費の一部ま
たは全額を支払う必要があります。
以下の待機期間が、アドバンテージ海外学生健康保
険制度に適用されます。
治療

既存の病状、病気、または
疾患
妊娠および出産（産科）

待機期間
12 か月
12 か月

アドバンテージ OSHC のお客様には、精神医学的性
質の既存の病状、病気、疾患には待機期間は適用さ
れません。
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既往症

既往症とは、弊社への加入前 6 か月間に徴候または
症状があった、または弊社でより高い補償レベルに
アップグレードされたあらゆる病状、病気、疾患のこ
とです。あなたや担当医師が、あなたの病状、病気、
疾患がどのようなものであったか、または診断された
ことを知っている必要はありません。

弊社が指名した医師が、あなたの病状が以前から存
在するかどうかを判断します。とは言うものの、指名
された医師は、あなたが治療した病状、病気、疾患
に関して、あなたの治療を行う医師の情報を考慮す
る必要があります。ただし、治療を行う医師は、それ
らに同意することを拘束されません。

Members First ネットワーク

Bupa Members First は、歯科、理学療法、カイ
ロプラクティック、足病治療プロバイダーを含む、医
療専門家の広範なネットワークです。OSHC エクスト
ラは、このネットワークを通じてのみご利用いただけ
ます。このネットワークでは、設定されたサービス数
で 100% 補償されます（年間来院制限が適用されま
す）。これは、これらのサービスのために Members
First Network のプロバイダーを訪問する際に、自
己負担の経費を支払う必要がないことを意味します。
OSHC エクストラは、Bupa Members First 以外の
医療提供者におけるサービスには適用されません。

エクストラ待機期間

保険の補償を初めて取り出したり、アップグレードし
たりすると、新しい補償範囲を請求できるまでの期
間があります。これは、健康保険業界全体で頻繁に
見られます この期間が終了するまで請求の提出を
待っていても、この期間中に受けたサービスに対して
は、新しい補償レベルで請求することはできません。
OSHC エクストラサービスには、最初の待機期間と
して 2 か月が適用されます。

myBupa で簡単にアクセス

メンバーシップの詳細を、オンラインで、または
myBupa アプリ介して、使用して閲覧できます。わず
か数回のクリックで、あらゆるデバイスを使って、補
償の詳細にアクセスし、請求を行い、メンバーシップを
1 日 24 時間 1 年に 365 日更新できます。
以下を実行できます。

• 請求が処理され次第、リアルタイムで通知を受け
取る
• エクストラ請求のあとに残りの限度額を確認
• 納税申告書を入手する、そして
• 支払いと支払い情報の管理

fast( 高速 ) タップします。素早く請求できます。
iPhone、Apple Watch、または Android 携帯電
話で、ワンタップで請求できます。1
今すぐデジタル会員カードを追加し、
bupa.com.au/card の手順に従ってください。

詳細については、bupa.com.au/find-a-provider を
参照してください。

Optical Partners

Optical Partners は、柔軟性と選択肢、割引や特
典（年間上限まで）へのアクセスを提供します。オー
ストラリア全土の 400 を超える場所で、ショッピング
スポットを選び、お客様の眼科ニーズに合ったサービ
スをご利用いただくことができます。これらのオファー
の詳細は、随時変更される場合があります。

詳細については、bupa.com.au/opticalpartners を
ご覧ください。

1

デジタルカードは HICAPS 端末でのみ使用でき、Apple iOS 11 以降および Android Lollipop 5.0 以降と互換性があります。
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いつでもお手伝いいたします

健康保険に関しては、多くの情報がありますが、そのために弊社がいつでもお手伝いいたします。
言葉がわからない場合 bupa.com.au/glossary をご覧ください

知っておくべきその他の重要な情報について、bupa.com.au/oshc-info をご覧ください

bupa.com.au/fund-rules-oshc にアクセスして、海外留学生のファンド規則をご覧ください。
必要な場合は、いつでもご連絡して、お気軽にお問い合わせください。
Bupa 健康保険
bupa.com.au/ 学生
Bupa 健康保険店に行く

1800 888 942（オーストラリア国内から）
+61 3 9937 4223（オーストラリア国外から）
WeChat
WhatsApp
Apple iMessage

Bupa HI Pty Ltd · ABN 81 000 057 590
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