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物流総合保険

この保険は、貴社の国内物流における貨物のリスクを1つの保険証券で1年間包括的に補償する運送保険です。

簡単な手続きで 1年間さまざまな損害を補償します。

この保険の特徴は

この保険で対象となる貨物は

この保険で補償する期間は

1つの保険証券で国内物流における貨物のリスク
を1年間包括的に補償します。
 ● この保険では、輸送中・保管中・加工中などの貨物のリスクを対象
としており貨物については複数の保険を手配する手間が省けます。

ご契約の手続きが簡単です。
 ● このご契約に適用する前年度売上高を基礎とし
て保険料を算出しますので、輸送額の通知や
保管・加工場所の特定は不要となります。1回
のご契約手続きで1年間を補償する保険です
ので、ご契約の管理が非常に簡単です。

 ● 分割払がご利用になれます。年払（1回払）の他、2
回払、4回払、12回払があります。

※ ご契約時に告知書および決算報告書などの前年度売上高が確認できる資料をご提出いただきます。
※ このご契約に適用する前年度売上高は、企業全体の売上高とし、消費税込みの数値
とします。なお、対象業務が非課税取引の場合など、対象業務において消費税を領収
していない場合には、申告された「消費税を含まない金額」を売上高とします。

※ お引受け内容によっては、保管場所・加工場所を特定してご契約いただく場合もあ
ります。詳しくは、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。

ご契約期間（保険期間）と
ご契約金額（1事故てん補限度額）は
ご契約期間は1年間です。
ご契約期間内に発生した事故による損害を実損額をお支払い
します。

ご契約金額（1事故てん補限度額）をご設定いただ
きます。
貴社の物流実態に応じて、輸送中・保管中・加工中について、
それぞれご契約金額（１事故てん補限度額）の設定が可能です。
（ただし、お引き受けできる限度額がございますので、詳しくは
取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。）

ご契約金額（1事故てん補限度額）は保険金をお支
払しても、減額されません。
保険金をお支払いしても、ご設定いただいたご契約金額（1事
故てん補限度額）は減額されません。

原材料、部品、半製品、製品、商品、サンプルなど
全てです。ただし、次の貨物は除きます。
［対象とならない貨物］
①販売目的でない物（什器、備品、社有車、レンタル用品、引越荷物など）
②輸出本船（または輸出航空機）に積み込まれた以降の貨物
③輸入本船（または輸入航空機）から荷卸しされる前の貨物
④美術品・骨とう品類、宝石・貴金属類
⑤自動車（作業用特殊自動車、自力走行可能な重機・建機、中古
自動車、自動二輪車を含みます。）、原動機付自転車
⑥屋外に設置の自動販売機内収容商品
⑦貨紙幣類（金・銀・白金の地金を含みます。）・有価証券
⑧貴社に所有権のない貨物（委託加工のための預り品など）
※ 貴社のご希望により「貨物賠償責任担保特別約款（法律上）（物流総合保険WIN-WIN
用）」を付帯することにより、貴社に所有権のない貨物についても対象とすることが
できます。（追加保険料が必要となる場合や一部の保険条件に制限がかかることがあ
りますので、詳しくは取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。）

※ 上記の期間に発生した事故について保険金をお支払いします。
※ 搬入作業中は保険金をお支払いしますが、展示中、解体作業中などについては
保険金はお支払いできません。

※ 加工作業上の過失または欠陥による損害などは保険金はお支払いできません。

倉庫相互間 委託先相互間 得意先まで

自社加工・委託加工中 倉庫保管中 店舗販売中

保険価額は
保険価額は、それぞれ次の価額としますが、保険
価額を協定してお引受けすることも可能です。
 ● 購入した原材料、部品、半製品など
　仕入価額
 ● 加工中の原材料・半製品・仕掛品・完成品
　 仕入価額に損害発生までの加工賃およびその他諸掛りを加
算した額

 ● 製造した製品、商品、サンプルなど
　貨物の仕切状・納品書に記載された額
　 （仕切状・納品書がない場合は、被保険者の仕入価額に加工
作業完了までに要した加工賃およびその他諸掛りを加算し
た額）

保険金額は、上記保険価額と同額とします。

お引き受けする保険条件は
「オール・リスク担保」条件です！
 ● 偶然な事故によるさまざまな損害を
補償します。

 ● 一部「オール・リスク担保」
条件ではお引き受けできな
い貨物もあります。

（「10．お取扱いの貨物によっては」
をご覧ください。）

保険料のお見積りは
貴社取扱い貨物の物流実態（輸送中・保管中・加工中）につきま
して、別紙の「ヒアリングシート」にご回答ください。



この保険でお支払いする主な損害は
ご契約期間中に主に次の事由により、貨物に生じた損害に対して、
保険金をお支払いします。

○印…保険金をお支払いします。 ×印…保険金をお支払いできません。

＊1 「オール・リスク担保」条件とは…
偶然な事故によるさまざまな損害に対して保険金をお支払いします。（ただし、
「9. この保険でお支払いできない主な損害は」などを除きます。）

＊2 「特定危険担保」条件とは…
火災、爆発、もしくはトラック・船舶などの輸送用具の衝突・横転・転覆・脱線・
墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害、共同海損犠牲損害に
よる損害に対してのみ保険金をお支払いします。（ただし、「9. この保険でお
支払いできない主な損害は」などを除きます。）

①残存物取り片付け費用
ご契約の貨物に保険金を支払う対象となる損害が発
生した場合において、事故によって損害が生じた貨物
の日本興亜損保の承認を得た残存物取り片付け費用
に対してお支払いする費用保険金です。この費用保険
金は、実際に要した額をお支払いします。ただし、1事
故について貨物に対するお支払保険金の10％または
100万円のいずれか低い金額を限度とします。

②臨時費用
ご契約の貨物の損害について保険金が支払われる場合
にお支払いする費用保険金です。この費用保険金は、
1事故について貨物に対するお支払保険金の10％に
相当する額をお支払いします。ただし、1事故につき、
100万円を限度とします。

③検査費用
ご契約の貨物または輸送用具に事故＊が発生した場合
において、貨物の損害の有無にかかわらず、日本興亜
損保が認める検査人もしくは鑑定人が、その貨物の検
査を必要かつ妥当と判断した場合は、その検査費用に
対してお支払いする費用保険金です。この費用保険金
は、実際に要した額をお支払いします。ただし、1事故
について100万円を限度とします。

④継搬費用
ご契約の貨物または輸送用具に事故＊が発生した場合
において、貨物の損害の有無にかかわらず、貨物を最
終仕向地へ輸送するために要した継搬費用（日本興亜
損保の承認を得た代車費用、けん引費用、中間地にお
ける荷卸し、陸揚げ、保管または再積込みの費用をい
い、燃料代、高速料金、航空運賃を含みません。）に対し
てお支払いする費用保険金です。この費用保険金は、
実際に要した額をお支払いします。ただし、1事故に
ついて100万円を限度とします。

＊ 「輸送用具の事故」には、事故によらない輸送用具の故
障、ガス欠、バッテリーあがりまたはタイヤのパンクによ
る損害は含みません。

さらに…

「オール・リスク担保」条件

「特定危険担保」条件

損害の事由

火災・爆発  ○ ○
トラックなどの輸送用具の衝突・転覆 ○ ○
カーフェリーの沈没・座礁・座州・衝突 ○ ○
航空機の墜落・不時着 ○ ○
破損・まがり損害・へこみ損害・汚損 ○ ×
すり傷損害・かき傷損害 ○ ×
雨濡れ・雪濡れ  ○ ×
虫食い損害・ねずみ食い損害 ○ ×
盗難・紛失・不着 ○ ×
漏出・混合  ○ ×
放射能汚染  × ×
戦争  × ×
ストライキ・暴動 × ×
地震・噴火・津波  × ×
運送の遅延による損害 × ×
コンピュータなどの誤作動による損害  × ×
テロ行為・生化学兵器による損害  × ×

「オール・リスク担保」条件
 ＊1

「特定危険担保」条件
 ＊2

※貴社に所有権のある貨物の物流が対象となります。

物流の
ながれ

原材料・部品
メーカー

販売会社など
最終ユーザー

貴社本社・各事業所
保管中

自社店舗販売中・保管中自社工場
保管中・加工中

委託加工工場
保管中・加工中

自社倉庫保管中 各倉庫保管中



〈ご契約内容については取扱代理店または日本興亜損保にお問い合わせください。〉
取扱代理店は日本興亜損保との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがい
まして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、日本興亜損保と直接契約されたものとなります。
ご契約者の皆様は、取扱代理店を良き相談相手としてご利用いただきますようよろしくお願いいたします。
  ● 共同保険の取扱い
　 共同保険契約である場合は、各引受保険会社が引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
　幹事保険会社は共同保険特別約款に規定された事項につき、他の引受保険会社の業務または事務の代理・代行を行います。
  ●  引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額
が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合で、ご契約者が個人、小規模法人（常時使用する従業員などの数が20人以下の日本
法人などをいいます。）またはマンション管理組合であるご契約は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金や返れい金などは80％まで補
償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。（2012年8月現在）

　「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。
　※ ご契約者以外に被保険者となる方がいらっしゃる場合には、このパンフレットに記載された内容を必ずその方にもお読みいただくようお伝えください。
　※ このパンフレットは「物流総合保険WIN-WIN」の概要を説明したものです。ご契約手続き・お支払条件その他詳細につきましては、下記取扱代理店または日本興亜損保
までお問い合わせください。

●お申込み・お問合せは下記の取扱代理店まで
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お取扱いの貨物によっては
お引受けの条件が変わります。
次の貨物については、「オール・リスク担保」条件でご契約いただい
た場合でも下表の保険条件が適用されますのでご注意ください。
［保険条件が制限される貨物］

貨　物 保 険 条 件

この保険でお支払いできない主な損害は
①ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方）、保険金受取人
などの故意または重大な過失による損害
②貨物の自然の消耗またはその性質・欠陥によって生じた損害
③荷造りの不完全、輸送の遅延による損害
④公権力による処分、戦争、ストライキ、暴動による損害
⑤原子核反応、原子核崩壊によって生じた損害
⑥陸上（湖川を含みます。）にある貨物の地震・噴火もしくはこれらによる
津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損害

⑦保管中に生じた紛失および原因不明の数量不足による損害
 （棚卸しの際発見された数量不足を含みます。）
⑧外部からの侵入形跡が明らかでない紛失・盗難による損害
⑨店舗販売中の万引きによる数量不足による損害
⑩「加工作業段階」および「搬入作業段階」にある貨物の次の損害（火
災、爆発により生じた損害の場合を除きます。）

 ・ 各種機械または設備の破損、故障または停止による損害
 ・ 製品を製造、加工するための直接的な加工作業上の過失または欠陥
による損害

 ・ 電力の停止または異常な供給による損害
⑪展示会出展中の事故、試運転中の事故によって生じた損害
⑫コンピュータなどの誤作動による損害
⑬貨物の保管中など（通常の合理的な輸送途上にある以外のすべての
状態）にテロ行為（政治的、社会的、思想的、もしくは宗教的な主義・
主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張
に関して行う暴力的行動をいいます。）その他類似の行為、および
これに関連して生じた事故による損害

⑭化学兵器、生物兵器、生化学兵器および電磁兵器によって発生した損害
 など
※ 上記以外のお支払いの対象とならない損害については、適用約款をご覧ください。

「特定危険担保」条件
＋盗難および各荷造りごとの不着担保
「特定危険担保」条件
＋盗難および各荷造りごとの不着担保
＋ 冷凍、冷蔵、保温、保冷装置の破損・故障を
原因とする温度変化による損害担保（1時間）

「オール・リスク担保」条件
＋ 電気的・機械的事故不担保（ただし、これらの電
気的・機械的事故により、火災または爆発が生じ、
それにより発生した損害については、除きます。）

「特定危険担保」条件
＋  輸送用具１台（または1隻、1機）ごとの
盗難、不着担保

「特定危険担保」条件

「特定危険担保」条件による１頭（または1匹）ごとの死亡のみ担保

「オール・リスク担保」条件、すり傷損害・かき傷損害・
まがり損害・へこみ損害・ひび割れ損害・汚損不担保
（ただし、ご契約期間中の偶然かつ外来の事由によるこ
とが明らかな場合を除きます。） 

「オール・リスク担保」条件、格落ち損害不担保、音律調整費用不担保

・ 青果物、生鮮食料品、植物（植木・苗・生花）
・ ガラス製品、陶磁器、石材製品、コンクリート製品などの易損品

冷凍・冷蔵・保温・保冷貨物

電気製品・機械類

ばら積み貨物 （液状、粉状、気状、結晶状、塊状、粒
状などの形状で、個数によらず重量または容積に
より取引が行われ、輸送用具にそのまま積載され
る貨物をいい、タンク入り液状貨物を含みます。）
貨物が野積みされている期間、被覆の完全
でない輸送用具に積まれている期間

家畜、生動物、生魚

中古貨物

楽器類

ご注意いただきたいこと
①ご契約時における注意事項（告知義務）
ご契約時には、告知事項について、事実を正確にお申し出ください。ご契約者または被
保険者には、ご契約時に告知事項について事実を正確に申し出ていただく義務（告知
義務）があります。契約申込書に記載された告知事項の内容が事実と相違している場
合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくこ
とがありますのでご注意ください。告知事項には、前年度の適用売上高、ご契約金額（1
事故てん補限度額）、同種の危険を担保する他の保険契約の有無などがあります。
告知事項については、契約申込書に★印をつけていますので、詳しくは契約申込書・重
要事項説明書をご覧ください。

②ご契約後における注意事項（通知義務）
ご契約後に、通知事項に該当する事実が発生した場合、ご契約者、被保険者またはこれ
らの者の使用人は、その事実の発生がご契約者または被保険者に責任がある事由によ
る場合はあらかじめ、責任のない事由による場合は遅滞なく、取扱代理店または日本興
亜損保に対して書面によりご連絡いただく義務があります。（通知義務）通知事項につ
いて取扱代理店または日本興亜損保に対して書面によりご連絡いただけなかった場
合やご契約内容の変更に伴い追加保険料が必要となる場合に追加保険料をお払い込
みいただけないときは、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除さ
せていただくことがありますのでご注意ください。通知事項については、契約申込書
に★印をつけた事項の内容に変更を生じさせる事実が発生することなどがありますの
で、詳しくは契約申込書・重要事項説明書をご覧ください。

③ご契約が解除となる場合について
告知義務違反があった場合や通知義務を怠った場合などの場合には、ご契約者に対す
る書面によるご連絡により、ご契約を解除させていただく場合があります。解除に際
しては、既に経過したご契約期間（保険期間）に対する保険料と既にお払い込みいただ
いた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただきます。

事故が発生した場合は
○事故のご連絡
事故が発生した場合には、ただちに次の事項について保険証券記載の取扱代理店また
は日本興亜損保の担当営業課支社にご連絡ください。ただちにご連絡いただけません
と、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
その後のお手続きについては、その際ご連絡いたします。

①事故発生の日時・場所　②貨物の内容
③事故の状況、原因　　　④保険証券番号
⑤ 他の保険ご契約の有無（有る場合にはさらにその引受保険会社、証券番号など）

○保険金請求にあたってご提出をお願いする書類
①保険金請求書（所定の書式があります。）
②「送り状」「入庫報告書」など、輸送・保管内容が分かる書類
③「事故証明書」など事故の日時、場所などが分かる書類
④ 「納品書」、「修理請求書」など事故貨物の価格および損害額が分かる書類
⑤ 事故品の損害状況が分かる写真（立会の損害調査を行う場合は不要です。）
上記以外に日本興亜損保からご提出をお願いする場合があります。

○保険金をお支払いする時期
上記でお願いした書類すべてをご提出いただいた日を請求完了日としてこの日から計
算して次の間に必要な調査を終え保険金をお支払します。
特別な調査を必要としない場合 30日
専門の調査機関による調査を必要とする場合（主として高額
事故の場合） 90日

上記以外の第三者機関の調査を必要とする場合などで60日～180日とさせていただく
場合があり、該当する場合には個別にご案内いたします。

〒100-8965 東京都千代田区霞が関3-7-3
お客様サポート室　0120-919-498
受付時間：平日の9:00～20:00/土日、祝日の9:00～17:00

（12/31～1/3を除きます。）
ホームページアドレス　http://www.nipponkoa.co.jp


