
雇用慣行賠償責任保険
のご案内

【雇用慣行賠償責任保険】
雇用慣行賠償責任保険普通保険約款
ワイドプラン特約条項

取扱幹事代理店 株式会社東海損保

引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社

【 保険期間 】
２０２２年１月１日（午後4時）～

２０２３年１月１日（午後4時）まで

中途加入も可能です。

申込締切日
２０２1年１２月２４日（金）

保険契約者 一般社団法人 JIC協同組合支援協会

2022年版

加入対象者
（雇用慣行賠償責任保険）

ＪＩＣ協同組合支援協会会員

ワイドプラン
補償

一般でご加入より
保険料が割安です！

外国人労働者からの訴えも補償対象となります！

会員の皆さまへ

ＪＩＣ協同組合支援協会は、団体及び企業のSDGｓ活動を推進しております。

外国人技能実習制度を通じて発展途上国の貧困をなくす。技術の移転を行う。教育
レベルを向上。格差ゼロ目標。グローバルな支援活動を行う。
男女の性差、国籍に関係なく能力に応じて適切な配置を推奨しています。

安心して働けるね!
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雇用慣行賠償責任保険

雇用慣行賠償責任保険は、雇用上の差別、不当解雇、各
種ハラスメントに起因して被保険者（一般社団法人ＪＩＣ協同
組合支援協会会員）が負担する損害賠償金、争訟費用、各
種費用保険金をお支払いする保険です。

技能実習生に対して、
パワハラを行った

外国人労働者に対して、
雇用上不当な差別を行った

職場でのハラスメントで
精神的なダメージを与えた 従業員を不当に解雇した

従業員であれば日本国籍の方はもちろん、
外国人の従業員の方も補償対象となります。
もちろん、技能実習生も補償対象となります。

一般でご加入されるよりも、
告知事項が簡便で、保険料も割安です！！
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雇用慣行賠償責任保険 －７つの不当行為について－

 以下の７つの不当行為に起因して、保険期間中に貴社に対して損害賠償請求がなされた
ことにより、貴社が被る損害を補償します。

雇用上の差別 （Discrimination）

人種、肌の色、宗教、信条、年齡、性別、婚姻の有無、出産、妊娠、身体的特徴、身体の障害、民族、国籍、出生地、戸籍、
家族構成、社会的身分、雇用形態、既往症の有無その他類似の要因による不利なまたは差別した雇用行為

不当解雇 （Wrongful Termination）

妥当性に欠ける解雇行為、または不当に退職を強要すること。ただし、この保険の対象となるのは、実際に退職した場合に限ります。

パワーハラスメント（Power Harassment）

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的苦痛を与えること、または職場
環境を悪化させること

セクシャルハラスメント （Sexual Harassment）

一方的な性的接近、性的要求、性的行為であって、次のいずれかまたは両方に該当する状況が生じる行為
 その服従・拒絶が雇用条件や雇用上の判断となる場合（対価型セクハラ）
 仕事を不当に妨げる目的・効果を有する場合、または不快な労働環境を創出する場合（環境型セクハラ）

ケアハラスメント（Care Harassment）

職場において行われるその雇用する労働者に対する介護休業その他の家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置
の利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されること

マタニティハラスメント（Maternity Harassment）

女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法（昭和22年4月7日法律第49号）第65条の規定による休業を請求ま
たは休業をしたこと、その他の妊娠または出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものの事由に関して、労働者の就業環
境を害すること等

モラルハラスメント（Morale Harassment）

職場において、雇用者間で行われる以下の事由について、容認、黙認もしくは防止のための十分な措置を講じないことにより、雇用
者の就業環境を害すること
上下関係の有無を問わず、業務の適正な範囲を超えて、他雇用者に対して人格権を侵害する言動を行う、もしくは集団で継続し
て精神的苦痛を与えるような言動をとること
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雇用慣行賠償責任保険 －事業主を取り巻く環境①－

労働相談件数の内訳

 都道府県労働局および労働基準監督署の運営する「総合労働相談コーナー」には、近年毎年100万
件を超える相談が寄せられています。

 そのうち約30％が個別の労働紛争に関する相談となっております。

民事上の個別労働紛争

【 実際の事例 】

解雇に関する紛争
業績の悪化により整理解雇された従業員が、整理基準、人選が合理的でなかったとして、勤務先である企業に対して、
退職復帰までの未払賃金を求める損害賠償請求を提起した。

出向・配置転換に関する紛争
退職勧奨を拒否したために子会社に出向させられたことに対し、出向命令の無効と損害賠償を請求。

いじめ・嫌がらせに関する紛争
上司だった男性従業員から繰り返しセクハラを受け、心的外傷後ストレス障害（PTSD）を発症し、退職を余儀なくされ
たとして、会社に対して損害賠償を請求。

民事上の個別労働紛争 相談件数の内訳

出典 『厚生労働省報道資料（2020年7月）
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雇用慣行賠償責任保険 －事業主を取り巻く環境②－

 簡易的かつ迅速に訴訟手続きの取れる「労働審判制度」の導入以降、訴訟件数は急激に増加しています。
 これに伴って、事業主が抱える雇用慣行に関連する損害賠償リスクは高まっています。

（件）

労働審判制度とは
労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を裁判所において原則３回以内の期
日で迅速、適正かつ効率的に解決することを目的として設けられた制度です。

出典 最高裁判所事務総局行政局『労働関係民事・行政事件の概況（2020年11月）』

改正内容 大企業 中小企業

パワーハラスメント防止義務（労働施策総合推進法） 2020年6月 2022年4月

セクシャルハラスメント防止義務の強化（男女雇用機会均等法）

時間外労働の上限規制（労働基準法） 2019年4月 2020年4月

2020年6月

パワーハラスメント セクシャルハラスメント ケアハラスメントマタニティハラスメント モラルハラスメント

労働相談件数の内訳

関連する法改正の動き

事業主に影響する主なハラスメント
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【 労働関連民事訴訟新受件数の推移 】

2006年度以降急増

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (年）



5

雇用慣行賠償責任保険－事故事例リスクの性質について－

賠償事故の例

 雇用上の差別、セクシャルハラスメントまたは不当解雇等、雇用慣行に関連する賠償請求のケースは多岐
に渡ります。

 下表では、雇用慣行に関連する賠償事故の例をご紹介します。

請求区分 事故の概要 請求内容 請求額

不当解雇

有期契約で雇用した従業員を業務態度等に問題があるとし
て期間途中に解雇したところ、解雇は無効であり、労働契約
上の権利を有することの地位確認および差額賃金の請求を受
けた。

未払賃金・賞与、慰
謝料 2,000万円

不当解雇
人事異動を拒否した事務職員を業務命令違反として解雇し
たことで、従業員から人事異動および懲戒解雇は無効である
とし、賠償請求を受けた。

未払賃金・賞与、慰
謝料 1,000万円

不当解雇 経費利用が不適切とされ懲戒処分を受けた元従業員から、
その処分が不当に重すぎるとして訴訟提起された。

未払賃金・賞与、慰
謝料 1,500万円

いやがらせ
人事上の不当な取扱いや退職勧奨を受けたことで精神疾患
を発症し、休職に追い込まれたとして、従業員から賃金差額と
精神的慰謝料の請求を受けた。

賃金差額、慰謝料 3,300万円

雇用上の差別 正当な理由なく主要業務から排除されたとして、不法行為、
職場環境配慮義務違反に該当するとして訴訟提起された。 慰謝料 440万円

雇用慣行賠償リスクの性質

企業内規定等で規則や罰則を定めていたとしても、職員が他の職員に対して差別行為、
ハラスメント行為を行う可能性は生じます。

雇用慣行賠償リスクは、マネジメントレベルでいくら気をつけていても防ぎきれない性質を
持ちます。
賠償請求を受けた場合、最終的に法律上の賠償責任が否定された場合でも、多額の訴

訟費用が発生します。
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雇用慣行賠償責任保険 －保険金の範囲について－

損害賠償金

文書作成費用

被保険者に対する損害賠償責任に関する争訟（訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。）によって被保険者が支出した以下の費用出した

以下の費用

① 法律上の損害賠償金

弁護士費用 証拠収集のために要した費用

お支払する保険金

② 争訟費用

③各種費用保険金
損害防止軽減費用・緊急措置費用 協力費用

弁護士相談費用 研修費用

信頼回復費用

保険事故のために支出する緊急措置に要する費用、および緊急
的に支出する費用で、当会社の同意を得て支出した費用

当社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当
たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するため
に支出する費用

事故が発生するおそれがある場合に、被保険者が弁護士相談
をする費用（あらかじめ当社の書面による同意が必要です。）
限度額:合計補限度額の1％

保険事故発生後の事業者の「職場環境安全配慮義務」の一環
としての外部講習費用限度額:1,000万円

事故が発生し、損害賠償請求がなされた場合に要したコンサルティング
費用や広告費用、マスコミ対応費用 限度額:3,000万円

雇用慣行賠償リスクはマネジメントレベルの管理では防ぎきれない性質が強く、
有事の際の費用や、対応体制の構築も同時にご検討されることをお勧めします。

●緊急時サポート総合サービス
（ただし、保険金支払いができる場合に限ります）

近年、訴訟対応については、訴訟提起後のマスコミ対応がその後の企業の業績や社会評価を大きく左右する要因となっております。
本サービスでは、迅速かつ適切な危機管理広報対応を実現するサポートとして、雇用慣行賠償責任保険（ワイドプラン）へ加入のお客

様のみを対象として、 有事対応コンサル経験が豊富なSOMPOリスクマネジメント社が事故発生時の記者会見対策やお詫び文書の作成
方法等のご支援をさせていただき、事故解決まで貴院をサポーして参ります。また解決後にはハラスメント研修等の啓発研修を実施するな
ど再発防止にもご協力させていただき、事後のフォローアップ体制も充実しております。詳細は緊急時サポート総合サービス案内チラシをご
参照ください。

ワ

イ

ド

プ

ラ

ン

（

合
計
補
償
限
度
額

３
０
０
０
万
円
）

④緊急時サポート総合サービスに係る費用保険金

被保険者が雇用上の差別、不当解雇、各種ハラスメントに起因して、
被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る精神的苦
痛に対する慰謝料等

精神的苦痛に対する慰謝料
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雇用慣行賠償責任保険 －保険金の範囲と補償プラン－

（注）「従業員数」とは、正規雇用従業員数および非正規従業員数の合算の
従業員数をいいます。

雇用慣行賠償責任保険
－保険料について－

1事故／期間中

３，０００万円

ワイドプラン補償内容

ワイドプラン年間保険料

自己負担額

10万円（１賠償請求あたり） 損害てん補割合１００％

緊急時サポート総合サービス付き

従業員数（人） 保険料（円） 従業員数（人） 保険料（円）

30以下 88,420 501～550 557,330

31~50 131,760 551～600 570,080

51～100 174,340 601～650 582,830

101～150 247,390 651～700 595,580

151～200 273,130 701～750 608,330

201～250 298,860 751～800 612,090

251～300 369,770 801～850 633,840

301～350 389,190 851～900 646,590

351～400 408,620 901～950 659,340

401～450 428,040 951～1,000 672,090

451～500 447,460 1,001～ 個別にご相談ください
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ＳＴＥＰ②

ＳＴＥＰ①

同封の「雇用慣行賠償責任保険質問書兼告知書」を
ご記入ください。

（例１）「従業員数」が50人の場合
⇒ [ワイドプラン] 131,760円 となります。

（例２）「従業員数」が98人の場合
⇒ [ワイドプラン] 174,340円 となります。

【保険料例】年間保険料

【ご参考：中途加入保険料計算例 ３月１日よりご加入の場合

本年度 保険料計算方法（１月１日よりご加入の場合、１年分）

雇用慣行賠償責任保険
－ＪＩＣ協同組合支援協会 保険制度－

「雇用慣行賠償責任保険質問書兼告知書」に記載いただ
いた「従業員数」の区分に該当する保険料が年間保険料
となります。

（例１）「従業員数」が50人の場合
⇒[ワイドプラン] 131,760円 × 10/12か月 ＝ 109,800円

（例２）「従業員数」が98人の場合
⇒[ワイドプラン] 174,340円 × 10/12か月 ＝ 145,280円

（１円位を四捨五入して10円位にします。)

（注）質問書兼告知書のご回答内容によっては、ご加入いただけない場合や、割増保険料を
いただく場合がございます。
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■中途脱退
この保険から脱退（解約）される場合は、取扱代理店までご連絡ください。

＜１＞保険期間 ２０２２年１月１日午後４時から２０２３年１月１日午後４時まで

＜２＞加入依頼書の作成・送付先
加入依頼書に必要事項を記入し、締切日までに到着するように下記住所へ送付してくだ
さい。また、加入者証が到着するまでは、お手数ですが、加入依頼書のコピーをとって
いただき、お控えとしてください。なお、加入者証は２月末を目途にお送りいたします。

＜３＞保険料の送金先
保険料は申込締切日までに着金するように下記口座にお振込みください。

＜４＞申込書到着締切日・着金締切日 １２月２４日（金）

＜５＞中途加入について
中途加入の場合、下記口座に保険料が着金した翌月１日（着金日までに加入依頼書が到
着している場合にかぎります。）から翌１月１日午後４時までが保険期間となります。

送付先
〒460-0005

愛知県名古屋市中区東桜2-22-18 日興ビルディング5階
一般社団法人 JIC協同組合支援協会 事業部

振込先
【ゆうちょ銀行から振込】

記号：12070 番号：21918251
【他金融機関から振込】

店名：二〇八（ニゼロハチ） 店番：208
預金種目：普通預金 口座番号：2191825

名義：一般社団法人ＪＩＣ協同組合支援協会

中途加入保険料：送金先
上記の送金先と同じです。

ご加入方法（共通）
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入会のご案内

があなたの会社をサポートします!

ご優待

無 料インターネット

TEL 有 料

サクセスネットホームページからご利用いただけるサービス 無料でご利用いただけるサービス主なマークの見方
有料でご利用いただけるサービス電話でご利用いただけるサービス

サービスにより電話番号が異なりますのでご注意ください 会員ならではの優待価格でご利用いただけるサービス

ビジネス支援

■ 人事・労務関連診断サービス ■自社株簡易評価サービス
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

無◌ 料

助成金受給可能性診断サービス 提供会社:税理士法人山田＆パートナーズ

■入札情報提供サービス

労務リスク診断サービス

提供会社:インクグロウ株式会社提供会社:中小企業福祉事業団
■HP作成支援サービス

■労務相談110番
インターネット 無◌ 料

最新情報の提供 よくあるQ&Aを掲載 便利な検索機能

提供会社:インクグロウ株式会社提供会社:社会保険労務士法人中企団総研

■ セカイコネクト ■IT顧問
ご優待

提供会社:COUXU株式会社 提供会社:株式会社電警

各種診断に基づく、各分野の専門家によるアドバイス、労務管理上のよくある問題と解決策など、企業経営の課題解決を強力に支援するサービスをご提供します。

インターネット 無 料

簡単なアンケートにお答えいただくだけで、企業の人事・労務に関する診断
レポートをお届けします。
全ての診断サービスで、信頼と実績のある社会保険労務士による無料相談
（６０分）も可能です。

厚生労働省の各種助成金は、労務環境を整えるなどの要件を満たせば
受給でき、返還義務もありません。
受給可能性のある助成金について診断します。

過労死やハラスメント、未払い残業代など、企業を取り巻く労務関係のリスク
は多々存在します。労働災害や労務トラブルなど“潜在化しているリスク”
について診断します。

インターネット 無 料

会員の皆さまが日頃の業務の中で疑問に感じることの多い労務関連の悩み
等を、Q&A形式でお答えします。

日頃から海外バイヤーと直接やり取りしている専門家集団が、海外進出を
お手伝いします。国別のマーケット情報や、２９か国から寄せられる商談情報
の提供、電話やメールでの無料相談（一往復）、マッチングツール割引提供
などがあります。
※契約期間は一年間です。

インターネット ご優待

事業承継を検討するにあたって、「自社株の評価を知りたい」など、悩みの
解決をお手伝いします。アンケートにお答えいただくだけで、簡易版の自社
株評価診断を行います。
後日、詳しい自社株の評価結果をお届けします。

インターネット 無 料

インターネット 有 料

「入札」は官公庁・自治体より、年間１００万件公示されています。その
６割は「購入や役務案件」で、業種を問わず「売上拡大」の大きなチャンス
となります。今後公示される案件の中で「貴社が該当する情報だけ」を「公示
時」にタイムリーにお届けするサービスです。（既に公示されている案件も
検索可能）

「ホームページを作成したい・・・でもお金はかけたくない」そうお考えになる
企業さまが本サービスを１年間で約１，０００社がご利用になりました。
採用の際や取引拡大等、ホームページはいまや必須となる時代です。初め
ての方でも低コストで「プロ仕様のホームページ」が作成可能です。

インターネット 有 料

インターネット 有 料

⾧くIT業界でセキュリティやWebサービスに携わっている専門家集団が、
IT案件（システム開発、ITサービス導入など）のスムーズな進行をお手伝い
します。見積もり金額の妥当性チェックや、ニーズにあったITサービス選定
など、なんでもお気軽にご相談ください。
※会員限定サービスです。

「サクセスネット」は損保ジャパンと第一生命が共同運営する
企業経営者・事業主向けの会員制のサービスです。

サービスご利用の流れ ※サービス内容は、予告なく変更する場合があります。

❶入会のお申込み ❷仮登録メールの受領 ❸登録の完了・各種サービスのご利用

同一企業内でのご登録者の追加も可能です。
会員登録完了後、サクセスネットにログインいただき、マイページより追加したい同僚の方を招待してください。

入会金・年会費は一切不要です。 ご登録はこちら

上記２次元コードを読み込み、必要事項を
入力してください。

ご入力頂きましたメールアドレスに
仮登録メールが送られます。

仮登録メールに記載のあるURLよりアクセスし
初回ログインを行うことで登録が完了し、
サービスが利用できます。

（株式会社東海損保のお客さま専用）
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■ 企業のリスク対策に関する総合支援 ■従業員の健康に関する総合支援
インターネット

インターネット 有◌ 料 有◌ 

リスクマネジメント事業
健康経営コンサルティング

●

健康診断・健康管理業務効率化サービス

各種メンタルヘルス対策

提供会社:SOMPOリスクマネジメント株式会社

提供会社:SOMPOヘルスサポート株式会社

ビジネス情報

■日経BP記事配信サービス ■ TCG REVIEW インターネット 無◌ 料

提供会社:株式会社タナベ経営

■ビジネス文書・法令文書 インターネット 無◌ 料

メールマガジンでも毎月配信
申請届出ナビゲーション（ジャプリック）

提供会社:株式会社日経BP

■ビジネスレポート

好評配信中!

専門家による実務に役立つ
各種セミナー

●

が
ご覧いただけます。

提供会社:株式会社日本情報マート 提供会社:株式会社日本法令

福利厚生
■ 福利厚生サービス T E L ご優待

福利厚生倶楽部 ＷＥＬＢＯＸ

提供会社:株式会社リロクラブ
提供会社:株式会社イーウェル

■ホテル優待サービス ■ 健康支援サービス

提供会社:株式会社東急ホテルズ、藤田観光株式会社
提供会社:株式会社イーウェル

自己啓発

■ 書籍ダイジェスト ■ セミナー情報

提供会社:株式会社情報工場、日本デイタムサプライ株式会社 提供会社:ラーニングエッジ株式会社

インターネット 有 料

多様化する企業のリスクマネジメント活動を全般的に支援します。

全社的リスクマネジメント（ERM）や事業継続（BCM・BCP）等のコンサル
ティング・サービスをご提供します。

●

●

リスクマネジメントに関する研究・開発、調査、診断業務

リスクマネジメントに関するコンサルティング業務
各種法定業務（発電設備調査等）
サイバーセキュリティ事業

サイバーリスクの特定・分析・評価からセキュリティ対策の方針策定・導入支援。
インシデントの検知・対処支援をご提供します。

●

●

●

脆弱性診断サービス
サイバーリスク評価サービス
サイバーセキュリティ対策サービス

● セキュリティインシデント監視・検知、復旧支援

インターネット 有◌ 料インターネット 有 料

従業員の健康保持・増進の取り組みを、経営的観点から考えて戦略的
に実践するための様々なサポートをいたします。

組織体制・従業員の健康状態についての十分な現状確認から始め、
課題を明確にし、その上で具体的な対策を定め、実効性の高い健康
経営体制構築の支援をいたします。

健康診断に関する医療機関紹介、予約精算などの一括代行サービス
や、クラウド上での従業員のこころとからだ情報および就労情報の一元
管理システムで、健康管理業務を効率化します。

保健師等の医療専門職による不調者事例対応や、総合的な産業保健
体制構築支援。ストレスチェックの運営、およびチェック結果に基づく職場
環境改善コンサルティングの実施。社外相談窓口の設置。様々なニーズ
に合わせた研修の実施。産業医業務委託。 など

分かりやすい業界動向、経営戦略の立案、すぐに使える会社規程集など、情報収集から実務にまで使えるビジネス情報をご提供します。

Powered by 日経BP BizBoard
「日経BP社」が刊行する雑誌記事やWEB
ニュース等を配備。
絶え間なく動く業界・企業の先端情報や、
最新のトレンド情報を毎月お届けします。

※画像はイメージです。

インターネット 無 料 インターネット 無 料

毎号テーマを変えた特集記事をはじめ、コンサルタントからの提言、有識
者のコラムなど、毎月のビジネスに役立つ情報をお届けします。

インターネット 無 料

契約書式、会社規程等の書式や税務署、労働基準監督署などの公
的機関へ提供する届出書式（約２，０００種類を収録）などが、
ホームページから簡単にダウンロードできます。ダウンロードした書式にパソ
コンで必要事項を入力して作成できます。記入例も収録していますの
で、書類の作成に手間がかからず、仕事の効率もグンとアップします。

就業規則などすぐに使える会社規程集、建設、製造、運輸などの業界
動向、経営者が知っておきたいマネジメント情報など、１，０００本以
上レポートをホームページ上で検索し、取り出せます。

レポートの種類

法務・支援制度

会社規程 経営一般

営業・販売

税務・財務・会計・監査

総務・人事 など

動画コンテンツ
「ビデオライブラリ」

TEL ご優待

保養所・育児・介護サービスなど１０，０００種類以上の福利厚生
メニューを会員価格で利用できます。
※実際の利用にあたっては、提供会社との個別契約が必要となります。

従業員の皆さまへ福利厚生メニューとして、国内２６，０００の宿泊
施設や海外のホテルも利用でき、健康増進・育児・介護・自己啓発・エ
ンターテインメントなどを会員価格で利用いただけるサービスです。
※実際の利用にあたっては、提携会社との個別契約が必要となります。

インターネット ご優待 T E L ご優待TEL ご優待

全国のホテル・リゾートホテルが会員優待価格で利用できます。 企業や健保組合の各種健診事業をワンストップで代行します。
※実際の利用にあたっては、提供会社との個別契約が必要となります。

経営に役立つビジネス書のダイジェスト情報を提供します。

インターネット ご優待

経営者向けセミナーや幹部社員向け研修会などをご案内します。
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保険金をお支払いする主な場合

（ワイドプラン）雇用慣行賠償責任保険のあらまし

（補償内容）
この普通保険約款に従い、被保険者が行った雇用上の差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、各種ハラスメント等または不当解
雇（不作為によるものを含みます。これらの事由を以下「保険対象事由」といいます。）に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償
請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を補償します。 （１）ワイドプラン特約条項が付帯された保険契約において、不当行為に起
因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を補償します。 （２）（１）にかかわらず、
不当行為に起因して、保険期間中に被保険者に対してい損害賠償請求がなされるおそれを被保険者が知ったことにより、被保険者が負担する損
害を補償します。
（損害の範囲）
雇用慣行賠償責任保険普通保険約款第１条の（１）規定により補償する損害は、ワイドプラン特約条項は次の①から⑤に掲げるものを被保険者
が負担することによって生じる損害にかぎります。また、第１条（２）の規定により補償する損害は、次の⑥から⑧に掲げる費用に起因する損
害にかぎります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟費用
③ 損害防止軽減費用
④ 緊急措置費用
⑤ 協力費用
⑥ 弁護士相談費用
⑦ 研修費用
⑧ 信頼回復費用
（保険適用地域）
(1) この保険契約は、保険適用地域内において発生した保険対象事由についてのみこれを適用します。ただし22ページ（補償しない損害－その
１）⑦ただし書に該当する場合を除きます。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険適用地域内において保険対象事由が発生した場合であっても、訴訟が保険適用地域外で提起されたことによっ
て被る損害については、補償しません。
（用語の定義）
普通保険約款において、次の①から㉛までに掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
① 記名被保険者
加入者証の記名被保険者欄に記載される者をいいます。
② 被保険者
この保険契約により補償を受ける者として次に掲げる者をいい、既に退任している役員および既に退職、退任、解任、解雇または定年となった
使用人ならびにこの保険契約の保険期間中に新たに選任された役員および新たに記名被保険者の使用人となった個人を含みます。ただし、加入
者証記載の遡及日（以下「遡及日」といいます。）より前に退任している役員および遡及日より前に退職、退任、解任、解雇または定年となっ
た使用人を除きます。
ア．記名被保険者
イ．記名被保険者の役員（注1）
ウ．記名被保険者の使用人（注１）
（注1）記名被保険者の業務に関するかぎり被保険者となります。
③ 役員
次に掲げるものをいいます。
ア．会社法（平成17年法律第86号）上の取締役、執行役および監査役をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。なお、既
に退任している役員を含みます。
イ．アに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた加入者証に記載された地位にある者
④ 使用人
記名被保険者に使用され、かつ、記名被保険者により直接であると間接であるとを問わず、賃金（賃金、給与、手当、賞与等の名称を問わず、
労働の対価として受けるものをいいます。）を支払われる個人（パートタイム労働者、短時間労働者、アルバイト、他の企業等への出向者、他
の企業等から受け入れをした労働者または派遣労働者を含み、子会社または下請業者の使用人を含みません。）をいいます。
⑤ 就労希望者
次に掲げるものをいいます。
ア．記名被保険者と使用人としての労働契約または雇用契約を締結することを希望し、かつ、記名被保険者が採用のための行為（試験、面接、
試用その他類似の行為をいいます。以下「採用行為」といいます。）を行った個人
イ．記名被保険者の役員となることを希望し、かつ、記名被保険者が採用行為を行った個人
⑥ 雇用行為
解雇、降格、昇級、賃金査定、賃金支払、配置転換その他類似の雇用上の決定をすることをいいます。
⑦ 雇用上の差別
人種、肌の色、宗教、信条、年齢、性別、婚姻の有無、出産、妊娠、身体的特徴、身体の障害、民族、国籍、出生地、戸籍、家族構成、社会的
身分、既往症の有無その他類似の要因による不利な、または差別した雇用行為をいいます。
⑧ セクシャルハラスメント
次のⅠからⅤに掲げるものをいい、類似行為を含みます。
Ⅰ 雇用条件または採用条件として、次の行動または発言に服従させること。

ア．性的欲求に基づく要求、性的な関係の強要、必要なく身体にさわること、わいせつな図画を配布することその他類似の性的欲求に基づく行
動または相手が性的嫌悪感を抱くような行動（以下「性的な行動」といいます。）をとること。

イ．性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他類似の性的欲求に基づく発言または相手が性的嫌悪感を抱
くような発言（以下「性的な内容の発言」といいます。）をすること。
Ⅱ 雇用行為に影響を与えることを明示または示唆したうえで、性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。
Ⅲ 職務遂行を妨害する性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。
Ⅳ 業務上の正当な理由なく、性自認について尋ねるもしくは性自認に関する言動をとることにより就業環境を害すること。
Ⅴ ⅢまたはⅣを容認する就業環境を創出すること。
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雇用慣行賠償責任保険のあらまし（続き）

⑨ パワーハラスメント
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的苦痛を与えることまたは職場環境を悪化させる
ことをいいます。
⑩ 不当解雇
次に掲げるものをいいます。
ア．妥当性に欠ける解雇行為
イ．不当に退職を強要すること。ただし、その行為により対象となった者が実際に退職した場合にかぎります。
⑪ ケアハラスメント
職場において行われるその雇用する労働者に対する介護休業その他の家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度または措置の利用に関する
言動により、労働者の就業環境が害されることをいいます。
⑫ マタニティーハラスメント
次のアからウいずれかの事由に関し、職場等において行われる言動により、その労働者の就業環境を害することをいい、類似行為も含みます。
ア 女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条の規定による休業を請求または休業をした
こと、その他の妊娠または出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるもの
イ 性別を問わず、育児休業、介護休業およびその他の子の養育または家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度または措置の利用に関す
る厚生労働省令で定める制度または措置の利用
ウ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）に規定する雇用管理上必要な措置
⑬ モラルハラスメント
職場において、雇用者間で行われる、上下関係の有無を問わず、業務の適正な範囲を超えて、他雇用者に対して人格権を侵害する言動を行う、
もしくは集団で継続して精神的苦痛を与えるような言動をとることについて、容認、黙認もしくは防止のための十分な措置を講じないことによ
り、雇用者の就業環境を害することをいいます。
⑭一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時、場所等にかかわらず、同一の個人に対する不当行為またはその不当行為に関連する他の行為に起因するすべての損
害賠償請求をいいます。なお、損害賠償請求を行った者が複数存在した場合は、個人毎に一連の損害賠償請求がなされたものとします。また、
一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
⑮ 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金（これに類似す
るものを含みます。）の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重
された損害賠償金ならびに雇用契約上支払うことが約定されている賃金、諸手当および解雇時の退職金を含みません。
⑯ 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟（訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。）によって被保険者が実際に支出した費用で、妥当かつ
必要と認められるものをいいます。この費用には、証拠収集および文書（相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。）作成のた
めに被保険者が実際に支出した費用を含み、損害賠償請求がなされなくても発生する費用ならびに被保険者の人件費（報酬、賞与等、名目を問
いません。）および収入の減少を含みません。
⑰ 損害防止軽減費用
次のⅠからⅡの費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出した必要かつ有益な費用に限り、緊急措置費用を除きます。
Ⅰ 普通約款第20条（損害の防止軽減）(1)①に規定する、被保険者が損害賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続きを行うため
に支出する費用。
Ⅱ 既に発生した不当行為に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合において、保険契約者がその手続き
または手段のために支出する費用。

⑱ 緊急措置費用
ワイドプラン特約条項第１条（当会社のてん補責任）に規定する損害賠償請求がなされたのちに普通約款第20条（損害の防止軽減）の規定に基

づき被保険者が義務を履行し、損害の発生および拡大に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止
に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用をいいます。

⑲ 協力費用
普通約款第22条（損害賠償請求解決のための協力）(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場
合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出する費用をいいます。

⑳ 弁護士相談費用
被保険者が弁護士相談をする費用をいい、あらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
㉑ 信頼回復費用
被保険者の負担したコンサルティング費用、広告費用およびマスコミ対応費用をいいます。
㉒ コンサルティング費用

コンサルティング業者が行うコンサルティングに関する費用をいい、当会社が承認するものに限ります。ただし、通常支出している人件費や弁
護士顧問料等は含みません。
㉓ 広告費用
被保険者に対してワイドプラン特約条項第1条（当会社のてん捕責任）に規定する損害賠償請求が提起された場合に、その損害賠償請求に対す

る状況説明もしくは信頼回復を目的とする広告を新聞、インターネット等に掲載するために負担する費用をいいます。ただし、あらかじめ当会
社の同意を得たものにかぎります。
㉔ マスコミ対応費用
被保険者に対してワイドプラン特約条項第1条（当会社のてん捕責任）に規定する損害賠償請求が提起された場合に、その訴訟に関する情報の
開示等を目的として実施する記者会見等のマスコミに対応するために負担する費用をいい、当会社が事前に承認するものに限ります。
㉕ 研修費用

記名被保険者が、労働契約法（平成19年法律第128号）第5条または雇用の分野における男女の均等な機会及び特遇の確保等に関する法律
（昭和47年法律第113号）第11条等に基づき職場環境安全義務を果たす場合における、外部講習費用をいいます。ただし、当会社が事前に承
認したものに限ります。

保険金をお支払いする主な場合
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㉖ 職務遂行の場所
記名被保険者の使用人が実際に通勤している職場（事業所、工場等、記名被保険者の事業のための施設をいいます。）の所在地をいいます。
㉗ 保険適用地域
加入者証記載の保険適用地域をいいます。
㉘ 他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対しててん補責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
㉙ 反社会的勢力
暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
をいいます。
㉚ 損害賠償請求権者
被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。
㉛ 無効
保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。

保険金をお支払いする主な場合

保険金をお支払いできない主な場合

（補償しない損害－その１）
被保険者に対してなされた次の①から⑧までに掲げる損害賠償請求に起因する損害については補償しません。なお、①から⑧までの中で記載さ
れている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合にこの規定が適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者
ごとに個別に行われるものとします。
① 労働争議、労働交渉、団体交渉その他争議行為により発生する事業所、工場等の閉鎖、職場放棄、抗議行動、ストライキまたはこれらに類
似の行為に伴いなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者の労働組合またはこれに類似するその他の社
内組織以外の者から申立てを受けた場合に、被保険者が10ページ（被害の範囲）②から⑧に掲げる費用を負担することによって被る損害を除
きます。
② 法令に違反することを被保険者が認識しながら（注１）行った行為に起因する損害賠償請求
③ 被保険者の犯罪行為（注２）に起因する損害賠償請求
④ 記名被保険者の事業の縮小（注３）、破産、特別清算、会社更生、民事再生、私的整理もしくはこれらに類する倒産手続きまたは他の事業
者等との合併、吸収もしくは買収に伴いなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求
⑤ セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティーハラスメント、ケアハラスメント、またはモラルハラスメントに起因して被
保険者に損害賠償請求がなされた場合において、具体的な行動や発言を行った被保険者個人に対する損害賠償請求

⑥ 記名被保険者の使用人等または就労希望者が、記名被保険者の犯罪行為または違法行為について、記名被保険者に不利な証言、告発、発言
等を行ったことによりなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求
⑦ 記名被保険者の使用人の主たる職務遂行の場所が保険適用地域外であった場合において、その使用人によりなされた損害賠償請求。ただし、
使用人の所属する部署が保険適用地域内に存在し、保険適用地域外において海外駐在員業務等の職務遂行を行っている場合を除きます。
⑧ 就労希望者に対する記名被保険者の採用行為が、主として保険対象地域外で行われた場合において、その就労希望者によりなされた損害賠
償請求
（注１）認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
（注２）犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。
（注３）事業の縮小
特定事業部門からの撤退または事業所、工場等の閉鎖をいいます。
（補償しない損害－その２）
被保険者に対してなされた次の①から⑤までに掲げる損害賠償請求に起因する損害については補償しません。なお、①から⑤までの中で記載さ
れている事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し
立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。
① 遡及日より前に行われた次のアまたはイの不当行為に起因する一連の損害賠償請求
ア．不当解雇または事実上もしくは契約上の不当な雇用関係の終了（黙示の契約に対する違反行為を含みます。）
イ．不当に雇用しない行為（アルバイトおよび派遣労働者に対する雇止めを含みます。）

② 遡及日より前に被保険者に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する
損害賠償請求
③ この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合
（注１）に、その状況の原因となる不当行為に起因する一連の損害賠償請求

④ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた不当行為に起因する一連
の損害賠償請求
⑤ 労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）またはこれに類似の法律もしくは法令により記名被保険者が負担する賠償責任に起因してな
された損害賠償請求
（注１）知っていた場合

知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
など
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●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人（引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をい
います。）またはマンション管理組合（以下あわせて「個人等」といいます。）である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象と
なります。

補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から３か
月までに発生した事故による保険金は全額）が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人
等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。

損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続
きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等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。

●この保険の保険期間（保険のご契約期間）は原則として１年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約い
ただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。

●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。

ご注意

●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。

●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを
補償します。

●保険料算出の基礎となる売上高、賃金、入場者、領収金、請負金額、完成工事高等の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきま
しては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。

●加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。

●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取
扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
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、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

●「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における保険料
算出基礎数字により算出します。確定保険料方式でご加入いただきます場合、最近の会計年度の保険料算出基礎数字については、正確にご申
告をいただきますようお願いします。

（※）加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。

●保険責任は保険期間の初日の午後４時（※）に始まり、末日の午後４時（※）に終わります。

●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。

（注）最低保険料とは、この保険を解約した場合、または、概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいた
だく保険料をいいます。

●この保険の最低保険料（注）は加入依頼書等に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。

●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めると
ころにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合
わせください。

●クーリングオフ（ご契約のお申込みの撤回等）について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。
なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて８日以内であれば、ご契
約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意くださ
い。

①保険期間が１年以内のご契約
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団等が締結

したご契約

④保険金請求権等が担保として
第三者に譲渡されたご契約

詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から１か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまで
お問合せください。
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その他ご注意いただくこと（共通）

●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご連絡ください。
●この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ（ご契約申込みの撤回等）制度の対象ではありません

●告知義務（ご契約締結時における注意事項）

保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務（告
知義務）があります。

(１)

＜告知事項＞

加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて

保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項（注）について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合
または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。

(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。

①記名被保険者
（追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みま
す。）
②業務内容
③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算

出の基礎数字を記載する場合はその内容

●通知義務（ご契約締結後における注意事項）

保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなく
なった場合は、ご通知いただく必要はありません。

(１)

加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
（ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。）

加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場
合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事
実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。

（注）

(２)

以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、
損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。

(２)

ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご
契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。

(３)

ご契約者の住所などを変更される場合

重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできない
ことや、ご契約が解除されることがあります。

(４)
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万一事故にあわれたら

●万一事故が発生した場合は、以下を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下を履行しなかった場合は、保険金の一
部を差し引いてお支払いする場合があります。

１．以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
＜１＞事故発生の日時、場所および状況ならびに身体障害を被った被用者の住所・氏名・身体の障害の程度
＜２＞損害賠償の請求を受けた場合は、その内容

２．身体障害の発生および拡大の防止に努めてください。
３．第三者に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをしてください。
４．損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。

ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
５．損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
６．他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
７．上記１から６のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン

の損害の調査に協力をお願いします。
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日からその日を含めて３０日以内に、保険金を支払うために必要な事項の確認を

終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終
えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳細につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。

●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを出してください。
（雇用慣行賠償責任保険は、別途ご提出をお願いするものがあります。）

（注）事故（災害）の内容（ケガの程度）または身体の障害に対する補償の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等に
ご協力いただくことがあります。

必要となる書類 必要書類の例

① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など

② 事故（災害）の日時、原因および状況等が確認できる書類 災害状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、政府労災、政府労災
保険等の給付請求書（写）、政府労災保険等の支給決定通知書（写）

など

③ 身体の障害に対する補償の額、身体の障害の程度および身体
の障害の範囲などが確認できる書類

診断書（死亡診断書）、死体検案書、入院通院申告書、治療費領収書、
所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、

法定外補償規定（写）、補償金受領証 など

④ 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 同意書 など

⑤ 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 示談書、判決書（写）、調停調書（写）、和解調書（写）、被害者か
らの領収書、承諾書 など

■指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本
契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うこ
とができます。一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター

〔ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ〕 ０５７０－０２２８０８＜通話料有料＞
受付時間：平日の午前９時１５分～午後５時 （土・日・祝日・年末年始は休業）

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（https://www.sonpo.or.jp/）

■個人情報の取扱いについて

○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。

○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行

うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）

に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供

することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運

営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細（国外在住者の個人情報を含みます。）については損保

ジャパン公式ウェブサイト（ https://www.sompo-japan.co.jp/ ）をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ

願います。

申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。

★このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載

しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト（ https://www.sompo-japan.co.jp/ ）でご参

照ください（ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。）。

ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
★ご契約者（加入者）以外に補償の対象となる方（被保険者）がいらっしゃる場合にはその方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えく

ださい。
★取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。

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、引受保険会社と直接契約されたものとなります。



●幹事代理店 株式会社東海損保 担当：土岐尚生

〒464-0067 名古屋市千種区池下1-8-16

マエダ池下ビル2Ｆ https://t-sompo.co.jp/
TEL：052（761）4355 FAX：052（761）4359

（受付時間：平日午前９時から午後５時まで）
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●引受保険会社

損害保険ジャパン株式会社 名古屋支店法人支社
〒460-8551 名古屋市中区丸の内3-22-21 損保ジャパン名古屋ビル6Ｆ

ＴＥＬ：052（953）3794 受付時間：平日午前９時から午後５時まで）

●取扱代理店


