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請負業者賠償責任保険 



保険金をお支払いする場合 

本保険でお引受けできる請負作業 

 お支払いする保険金 

事故例① 

事故例② 

貴社が行う請負作業遂行中に発生した偶然な事故または貴社が請負作業遂行のために所有、使用もしくは管理している
施設の欠陥、管理の不備により発生した偶然な事故により、他人の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失、き損もし
くは汚損した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。 

この保険では、次の表に記載された保険金が支払われます。 
「緊急措置費用」を除き、支出前に事前に当社の承認が必要となりますので、支出を行う前に必ず当社までお問い合わせ
ください。また「争訟費用」「解決協力費用」については、原則として、支払限度額の適用はありません。 

作業遂行中の事故 

●ビル改装工事中に高層の作業現場から誤って落とした電気ドリルが通行
人にぶつかりケガをさせた。 

●住宅新築工事中にクレーンが横転し、道路を走行中の自動車を損壊した。 

●ビル外装の塗装中にペンキ缶を落として通行人の衣服を汚した。 

●ビル建設工事中に足場が外れて落下し、隣接する建物を損壊した。 
 
 
作業遂行のために所有、使用または管理している施設の欠陥、管理の不備
により発生した事故 

●資材置場に積んであった材木が崩れ、遊んでいた子供がケガをした。 

請負業者賠償責任保険で対象とすることができる主な請負作業（工事・仕事）は次のとおりです。ただし、お引受けでき
ない「請負作業（工事・仕事）」がありますのでご了承願います。 

●各種地下工事●道路建設工事●道路等の舗装工事●軌道建設工事●ビル建設工事●橋りょう建設工事●各種建築物
設備工事●移動・解体・取壊工事●プラント・機械装置の組立・据付工事●高層構築物（鉄塔・高架線等）建築工事●建築
物設備・機械装置等の改修または維持工事●土地造成工事●荷役●清掃●造園●芝刈・草刈作業●除草作業●殺虫殺
そ（害虫等駆除）●引越●運送●撮影・取材●除雪●調査・測量●放置車両確認業務●ビルメンテナンス業務　など 
被保険者（補償の対象者）には、貴社のほか、貴社のすべての下請負人を含みます。 

※１ 被保険者（補償の対象者）が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割
合等によって決まります。 

※２ 損害賠償金の額が支払限度額を超過する場合は、支払われる争訟費用は「実際の争訟費用の額×支払限度額÷損害賠償金の額」となります。 

請負業者賠償責任保険 

保険金の種類 

損害賠償金 

内　容 

法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に対して支払う治療費や修繕費など※１ 

緊急措置費用 被害者に応急手当をしたり、病院へ運んだりするのに要した費用など 

損害防止軽減費用 

権利保全費用 

発生した事故について、損害の拡大を防止・軽減するために要した費用 

発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために 
必要な手続きに要した費用 

争訟費用※２ 被害者とのトラブルを解決するために支出した裁判費用や弁護士費用などの争訟費用 

解決協力費用 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した交通費や通信費などの費用 
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 管理財物損壊リスクの取扱い 

保険金をお支払いしない主な場合 
①保険契約者または被保険者（補償の対象者。以下同様です。）の
故意によって生じた損害賠償責任 
②被保険者と第三者の間に損害賠償に関し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責任 
③被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、き損もしく
は汚損した場合、その財物につき正当な権利を有する者に対し
て負担する損害賠償責任 
⇒この管理する財物の滅失、き損または汚損リスクの一部は、「管
理財物損壊担保特約条項」「借用財物損壊担保特約条項」「支
給財物損壊担保特約条項」をセットすることで補償すること
が可能です。詳細は、後記「管理財物損壊リスクの取扱い」を
ご覧ください。 

④被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 
⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の
障害に起因する損害賠償責任 
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変もしくは暴動またはそうじょう、労働争議に起
因する損害賠償責任 
⑦地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任 
⑧液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）または固体の排出、
流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ
突発的な事故によるものを除きます。 
⑨原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任 
⑩被保険者が次の（a）～（c）の事由（実際に生じたまたは行われ
たと認められた場合に限らず、それらの事由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も
含みます。）に起因して賠償責任を負担することによって被る損
害 
（a）石綿等（アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵）の人 

体への摂取もしくは吸引 
（b）石綿等への曝露（ばくろ）による疾病 
（c）石綿等の飛散または拡散 
⑪被保険者が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴
う土地の沈下・隆起・移動・振動もしくは土砂崩れに起因する土
地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物または土地の滅失、
き損または汚損について法律上の損害賠償責任を負担すること
によって被る損害 
⑫被保険者が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴
う土地の軟弱化もしくは土砂の流出・流入に起因する地上の構
築物（基礎および付属物を含みます。）・その収容物もしくは土
地の滅失、き損または汚損について法律上の損害賠償責任を負

担することによって被る損害 
⑬被保険者が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴
う地下水の増減について法律上の損害賠償責任を負担すること
によって被る損害 
⑭被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務（下請
業務を含みます。）に従事中に被った身体の障害に起因する賠
償責任 
⑮航空法に定める航空機の所有、使用または管理に起因する賠償
責任 
⑯パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球の所
有、使用または管理に起因する賠償責任 
⑰道路交通法に定める自動車の所有、使用または管理に起因する
賠償責任。ただし、貨物の積込みもしくは積卸し作業に起因する
賠償責任を除きます。 
※工作車（ブルドーザー、パワーショベル等。ダンプカーは含み
ません。）に起因する損害については、工事・仕事を行ってい
る不特定多数の人の出入りが制限されている現場内での事故
に限り、限定的に保険金をお支払いしない場合には該当しま
せん。当該自動車に付保されている（付保すべき）自賠責保険
（責任共済を含みます。）および自動車保険により支払われる
保険金の額を超過する場合に、その超過額が支払われます。 

⑱仕事の終了（仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し）ま
たは放棄の後に、仕事の結果に起因して負担する賠償責任 
⇒生産物賠償責任保険で補償の対象となります。 
⑲被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する賠償責任 
⇒生産物賠償責任保険で補償の対象となります。 
　じんあいまたは騒音に起因する賠償責任 
　直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用
人その他被保険者の業務の補助者が行う次に掲げる行為に起
因する損害 
（a）医療行為。その他法令により、医師または歯科医師以外の 

個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により
医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている
行為を除きます。 

（b）はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令 
により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔
道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含
みます。 

被保険者が行うＬＰガス販売業務の遂行（ＬＰガス販売業務のた
めの事業所施設の所有、使用または管理を含みます。）に起因し
て生じた損害 

前記「保険金をお支払いしない主な場合」の「③被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、き損もしくは汚損し
た場合、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任」の「管理する財物」は下表のとおり分類
され、一部のリスクについては下表記載の特約条項をセットすることにより補償の対象とすることができます。 

補償対象とする特約条項 

借用財物損壊担保特約条項 

「管理する財物」の分類 

（A）被保険者が第三者から借用中の財物 

な　し 

な　し 

（C）上記（A）（B）を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を 
　　目的として、被保険者が受託している財物 

支給財物損壊担保特約条項 
（B）被保険者に支給された資材・商品等の財物（仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定の財物を 
　　含みます。） 

（D）上記（A）から（C）を除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物 

管理財物損壊担保特約条項 
（E）上記（A）から（D）を除き、目的のいかんにかかわらず、現実に被保険者の管理下にある財物 
　　（工事・仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。） 

２０ 
２１ 

２２ 
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管理財物損壊担保特約条項 

内　容 

特約条項固有の 
保険金をお支払 
いしない場合 

支払限度額 １事故につき財物損壊の支払限度額 

自己負担額 １事故につき財物損壊の自己負担額 

次の（a）～（d）に規定する財物以外の、目的のいかんにかかわらず、現実に被保険者の管理下にある財物（工事・仕事を遂行するにあ
たり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。）の滅失、き損、汚損、紛失または盗取によって、当該財物に対して正当な権
利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約条項
です。 
（a）被保険者が第三者から借用中の財物 
（b）被保険者に支給された資材・商品等の財物（仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財

物を含みます。） 
（c）被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として、被保険者が受託している

財物 
（d）被保険者が運送または荷役のために受託している財物 
※引越業務、運送業務、ビルメンテナンス業務を保険の対象としている場合には管理財物損壊担保特約条項をセットすることはできま
せん。 

①担保管理財物（管理財物損壊担保特約条項をセットすることに
より補償される管理財物。以下同様です。）の使用不能に起因す
る損害 

②被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加
担した担保管理財物の盗取に起因する損害 

③被保険者の使用人、代理人もしくは下請負人が所有しまたは私
用する担保管理財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害 

④担保管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、
変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食

いもしくは虫食いに起因する損害 
⑤担保管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火も
しくは自然爆発に起因する損害 
⑥担保管理財物が寄託者または貸主に返還された日から３０日を
経過した後に発見された担保管理財物の損壊に起因する損害 

⑦被保険者が担保管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた
修理（点検を含みます。）もしくは加工の拙劣または仕上不良等
に起因する損害 
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借用財物損壊担保特約条項 

内　容 

特約条項固有の 
保険金をお支払 
いしない場合 

支払限度額 １事故につき「５００万円」または「財物損壊の１事故あたりの支払限度額」のいずれか低い金額 

自己負担額 １事故につき５万円 

工事・仕事の遂行のために作業場内および保険証券記載の施設内において使用または管理する借用財物（仕事の遂行のために被保険
者が第三者から借用する財物。自動車を含みます。）を滅失、き損または汚損したことにより、被保険者が借用財物について正当な権利
を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約条項です。 
※借用財物の紛失または盗取により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金をお支払
いしません。 

※引越業務、運送業務、ビルメンテナンス業務を保険の対象としている場合には借用財物損壊担保特約条項をセットすることはできま
せん。 

①借用財物（仕事の遂行のために被保険者が第三者から借用する
財物で、作業場内および保険証券記載の施設内において使用ま
たは管理する財物。リース契約またはレンタル契約に基づき他
人から借りている財物を含みます。以下同様です。）の使用不能
に起因する損害 

②借用財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に
発見された借用財物の損壊に起因する損害 

③借用財物に対する保守、点検、修理または部品交換等の作業に
より生じた借用財物の損壊に起因する損害 

④電気的または機械的な原因により生じた借用財物の損壊に起因
する損害 

⑤傷などの外観上の損壊にとどまり、借用財物の機能に支障のな

い損壊に起因する損害  
⑥借用財物の潤滑油・燃料等の運転資材、電球等の管球類、キャタ
ピラ・タイヤ等の移動のための部品、その他の消耗品または消
耗材に単独に生じた損壊に起因する損害 

⑦被保険者の使用人、代理人もしくは下請負人が所有しまたは私
用する借用財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害 

⑧借用財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、
さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもし
くは虫食いに起因する損害 
⑨借用財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしく
は自然爆発に起因する損害 

支給財物損壊担保特約条項 

内　容 

特約条項固有の 
保険金をお支払 
いしない場合 

支払限度額 １事故につき「５００万円」または「財物損壊の１事故あたりの支払限度額」のいずれか低い金額 

自己負担額 １事故につき５万円 

工事・仕事の遂行のために他人から支給された支給財物（資材および設置工事の目的物をいい、工事用仮設物の材料を含み、他人が所
有するものに限ります。）を滅失、き損または汚損したことにより、被保険者が支給財物について正当な権利を有する者に対して法律上
の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約条項です。 
※支給財物の紛失または盗取により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金をお支払
いしません。 

※引越業務、運送業務、ビルメンテナンス業務を保険の対象としている場合には支給財物損壊担保特約条項をセットすることはできま
せん。 

①支給財物（他人から支給された資材および設置工事の目的物（工
事用仮設物の材料を含み、他人が所有するものに限ります。）以
下同様です。）の使用不能に起因する損害 

②発注者または支給財物について正当な権利を有する者に引き
渡された後に発見された支給財物の損壊に起因する損害 

③他の財物に組み込まれた後に発見された支給財物の損壊に起
因する損害 

④被保険者の使用人、代理人もしくは下請負人が所有しまたは私
用する支給財物の損壊に起因する損害 

⑤支給財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、
さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもし
くは虫食いに起因する損害 
⑥支給財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしく
は自然爆発に起因する損害 



ご契約の方法 

保険料の精算について 

保険料例（その１） 保険料例（その２） 

１．契約方式を選択いただきます。 
請負業者賠償責任保険の契約方式には、次のとおり「個別スポット契約」と「年間包括契約」があります。 

年間見込完成工事高３億円のビル建設業で、次のようなご契約内
容の場合、期初にお支払いいただく暫定保険料は、約７９２,０００円（各
種割増引適用前）となります。 

年間見込完成工事高２.５億円の建築物設備工事業で、次のような
ご契約内容の場合、期初にお支払いいただく暫定保険料は、約
９６４,０００円（各種割増引適用前）となります。 

年間包括契約方式は、工事・仕事ごとに保険の申込みをする必要がなく、事務の簡素化が図ることができます。また保険を付け忘れる
心配がなく、貴社の年間の経費予算に組み込める等のメリットがあり、広く皆様方にご利用いただいております。 

２．支払限度額（てん補限度額）を設定していただきます。 
「支払限度額（てん補限度額）」とは、事故が発生した場合に当社がお支払いする保険金の最高限度額です。対象となる工事・仕事の
規模・内容、周囲の状況等により適当と思われる額をお決めいただきます。「支払限度額」は、たとえば次のように設定します。 
◇身体障害：被害者１名につき１億円、１事故につき２億円　　◇財物損壊：１事故につき１,０００万円 
また身体障害・財物損壊で共通の支払限度額を設定することも可能です。 

３．自己負担額（免責金額）を設定していただきます。 
請負業者賠償責任保険では、１事故ごとの損害から自己負担額を差し引いた額を、支払限度額を限度に保険金としてお支払いします。
自己負担額は、身体障害・財物損壊のそれぞれについてお決めいただきます。 

４．保険料について 
工事・仕事の内容・規模、支払限度額、自己負担額、セットする特約条項などによって異なりますので、取扱代理店または当社にお問い
合わせください。 

年間包括契約 個別スポット契約 
項　目 

内　容 

保険期間 

契約方式 

個々の工事・仕事ごとに保険を手配します。 

１億円 

－ 

２億円 

１億円 

１,０００円 

１,０００円 

１年間 

あらかじめ定めた貴社が行う全ての工事・仕事について一
括して保険を手配します。保険対象を「被保険者の施工す
るビル建設工事」「貴社が元請業者となる工事」といったよ
うに保険対象を限定することもできます。 

契約方式 

個別 
スポット契約 

年間 
包括契約 

精算方式 

ご契約締結時に保険の対象となる工事・仕事の請負金額に基づき確定保険料をいただくため、保険期間終了後の保険料の精算は
不要です。ご契約締結時に保険の対象となる工事・仕事の請負金額が確定していない場合には、「保険料精算特約条項（請負・ス
ポット契約用）」をセットし、保険期間中の見込みの請負金額に基づきご契約締結時に暫定保険料をいただき、保険期間終了後に確
定した請負金額により保険料（最低保険料に達しないときは最低保険料）を算出し、暫定保険料との差額を保険期間終了後に精算
することが可能です。この場合、保険期間終了後、保険料を確定するために必要な資料（実績数値の記載がある貴社作成資料の写
しおよび当社様式による「通知書」）を遅滞なくご提出いただきます。 

対象となる工事・仕事の保険期間中の見込みの完成工事高・売上高に基づきご契約締結時に暫定保険料をいただき、保険期間終
了後に確定した完成工事高・売上高により保険料（最低保険料に達しないときは最低保険料）を算出し、暫定保険料との差額を保
険期間終了後に精算することとなります。この場合、保険期間終了後、保険料を確定するために必要な資料（実績数値の記載があ
る貴社作成資料の写しおよび当社様式による「通知書」）を遅滞なくご提出いただきます。 
一定の基準を満たすご契約については、「包括契約特約条項⑦（事故発生ベース・仕事通知不要・確定保険料方式）」または「包括
契約特約条項⑧（着手ベース・仕事通知不要・確定保険料方式）」をセットすることによって、保険期間終了後の保険料の精算を行
わない方式とすることが可能です。この場合、ご契約の際に、保険料を算出するために必要な資料（実績数値の記載がある貴社作
成資料の写しおよび当社様式による「告知書」）を当社にご提出いただきます。これらの特約条項の内容、セットできるご契約の範
囲につきましては、取扱代理店または当社にお問い合わせください。 

工事・仕事の期間に合わせて保険期間を設定します。工事
遅延等に備え、保険期間は仕事の期間より長めに設定する
ことが可能です。ただし、３年間を上回る場合には、取扱代
理店または当社にお問い合わせください。 

区　分 
支払限度額 
（１名） 

＜年間包括契約＞ ＜年間包括契約＞ 

支払限度額 
（１事故） 

自己負担額 
（１事故） 

身体障害 

財物損壊 

５,０００万円 

－ 

３億円 

３,０００万円 

なし 

なし 

区　分 
支払限度額 
（１名） 

支払限度額 
（１事故） 

自己負担額 
（１事故） 

身体障害 

財物損壊 

－ 5 － 



★被保険者（補償の対象者）が、ご契約者と異なる場合は、この書面に記載された内容のうち重要な事項を被保険者にもご説明ください。 
★ご契約に関する個人情報は、当社プライバシーポリシーに基づき取り扱います。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。 
★このパンフレットは、平成２０年４月現在における普通保険約款・特別約款・特約条項および法令等に基づき記載した請負業者賠償責任保険のあらましであり、ご契約に関するすべての内容を記載してい
るものではありません。ご契約内容は、普通保険約款・特別約款および特約条項によりますので、詳細については普通保険約款・特別約款および特約条項でご確認ください。また、ご不明な点について
は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。 

三井住友海上のホームページ http://www.ms-ins.com当社について、もっとお知りになりたい時は！ 

契約概要のご説明 ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。 
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。 

注意喚起情報のご説明 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項を記載しています。 
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。 

 

 

その他のご説明 ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。 
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。 

１．ご契約申込みの撤回等（クーリングオフ）  
この保険は、クーリングオフの対象ではありません。  
２．告知義務・通知義務等  
（１） 契約締結時における注意事項（告知義務－保険契約申込書の記載上の注意事項） 

ご契約者および被保険者（補償の対象者）には、ご契約時に当社に重要な事項についてお申し出
いただく義務（告知義務）があり、取扱代理店には告知受領権があります（取扱代理店に対して告
知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります）。申込書に記載された内容が事実
と相違する場合や該当項目に記入がない場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いでき
ないことがありますのでご注意ください。また、この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契
約がある場合は必ずお申し出ください。  

（２） 契約締結後における留意事項（通知義務） 
ご契約後に次に掲げる事実が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または当社にその内容
をご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた損害については保険金をお支払いでき
ないことがあります。 
・ご住所の変更など、保険証券に記載された事項の変更 
・この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険をご契約されたとき  

３．補償の開始時期  
補償は、保険期間の初日の午後４時（保険契約申込書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）に始まります。保険料（分割払の場合は第１回分割保険料）は、保険料の払込みが猶予され
る場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、保険料の払
込みが猶予される場合を除いて、取扱代理店または当社が保険料を領収する前に生じた事故に対し
ては保険金をお支払いしません。  
４．保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）  
３ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。  
５．保険料の払込猶予期間等の取扱い  
（１） 初回保険料口座振替の場合について 

初回保険料の口座振替に関する特約条項をセットした場合には、一時払保険料または第１回分割

保険料を口座振替でお支払いいただくことができます。なお、払込期日の属する月の翌月末ま
でに保険料のお支払いがない場合、始期日以降に生じたすべての事故については、保険金をお
支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。  

（２） 保険料を分割してお支払いいただく場合について 
第２回目以降の分割保険料については、払込期日をお守りください。所定の払込期日の属する月
の翌月末までに払込みがなかった場合には、当該払込期日後に生じた事故については、保険金を
お支払いしません。なお、払込期日の属する月の翌月末までに払込みがなかった場合、または、２
回連続して払込期日に払込みがなかった場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。  

６．解約と解約返れい金  
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社にすみやかにお申出ください。取扱代理店または
当社から解約返れい金をご案内します。また、保険料をお返しする場合だけでなく保険料を追加でお
支払いいただく場合もあります。  
７．保険会社破綻時等の取扱い  
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、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。引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約
者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時
に常時使用する従業員等の数が２０人以下の法人をいいます。）またはマンション管理組合である場
合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります（保険契約者が個人、小規模法人、マン
ション管理組合（以下、「個人等」といいます。）以外の者である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、当該被保険者に係る
部分については、上記補償の対象となります。）。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は
８０％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から３ヶ月までに発生した事故
による保険金は１００％補償されます。（平成１８年４月改正）  
８．各種お問い合わせについて  
「当社へのご相談・苦情・お問い合わせ」「保険に関する苦情・ご相談」「万一事故にあわれた場合の連
絡先」については、「契約概要のご説明」をご覧ください。 

１．ご契約時にご注意いただきたいこと  
（１） 保険料領収証をご確認ください。 

保険料をお支払いいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめく
ださい。また、ご契約手続きから１ヶ月を経過しても保険証券が届かない場合には、当社にご照会
ください。  

（２） 共同保険について 
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は引受割合または保
険金額に応じ、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。当社が幹事保険会
社となった場合は他の引受保険会社を代理・代行して、保険料の領収、保険証券の発行、保険金
の支払いその他の業務もしくは事務を行います。  

（３） 取扱代理店の権限について 
取扱代理店は、当社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、当社と直接契約されたものとなります。  

２．ご契約後にご注意いただきたいこと  
（１） 保険証券をご確認ください。 

ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。  
（２） 示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。 

この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」
を行いませんが、万一、被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に
解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで賠償責
任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますの
でご注意ください。 
 

１．商品の仕組みおよび引受条件等  
（１） 商品の仕組み  

賠償責任保険普通保険約款＋請負業者特別約款＋賠償責任保険追加特約条項＋請負業者追加
特約条項＋各種特約条項  

（２） 補償内容 
①保険金をお支払いする主な場合（主な支払事由） 
　２ページ記載の「保険金をお支払いする場合」のとおりです。 
②お支払いする保険金 
　２ページ記載の「お支払いする保険金」のとおりです。 
③保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由） 
　３ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。  

（３） セットできる主な特約条項とその概要 
セットできる主な特約条項は次のとおりです。詳しくは各特約条項をご確認ください。  
人格権侵害担保特約条項、被害者治療費等担保特約条項、初期対応費用担保特約条項、訴訟
対応費用担保特約条項、共通てん補限度額特約条項、費用内枠払い特約条項、管理財物損壊
担保特約条項、借用財物損壊担保特約条項、支給財物損壊担保特約条項　など  

（４） 保険期間 
５ページ記載の「ご契約の方法」のとおりです。  

（５） 支払限度額（てん補限度額）の設定 
５ページ記載の「ご契約の方法」のとおりです。  

（６） 自己負担額（免責金額）の設定 
５ページ記載の「ご契約の方法」のとおりです。  

２．保険料  
５ページ記載の「ご契約の方法」のとおりです。 

３．保険料の払込方法について  
保険料の払込方法は、全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払い込む分割払があります。分割払
の場合、一時払に比べて保険料が割増となります。なお、保険料が３０万円以上となるご契約の場合に
は、割増なしで分割払とすることができます（大口分割払）ので、詳しくは取扱代理店または当社まで
お問い合わせください。  
４．満期返れい金・契約者配当金  
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。  
５．解約返れい金の有無  
「注意喚起情報のご説明」の「６．解約と解約返れい金」をご参照ください。  

当社へのご相談・苦情・お問い合わせは  
三井住友海上お客さまデスク　TEL　０１２０-６３２-２７７（無料） 
受付時間　平日：９:１５～２０:００、土日・祝日：９:１５～１７:００（年末･年始は休業させていただきます。） 
 

保険に関する苦情・ご相談は  
保険会社との間で問題を解決できない場合には、（社）日本損害保険協会の「そんがいほけん相談
室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。 
TEL：０１２０-１０７-８０８（無料）、携帯電話・PHS：０３-３２５５-１３０６（有料）をご利用ください。 
受付時間：平日９:００～１８:００ 
 

万一事故にあわれたら  
直ちに取扱代理店または当社に次の事項をご連絡ください。ご通知が遅れると保険金をお支払い
できないことがあります。○事故発生の日時・場所　○被害者の住所・氏名　○事故の状況・原因
○損害賠償の請求を受けたときは、その内容 
当社事故受付専用ダイヤル（２４時間３６５日事故受付サービス）TEL ０１２０-２５８-１８９（無料） 
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● ご相談・お申込先 

〒104-8252 東京都中央区新川2-27-2
 
お客さまデスク 0120-632-277（無料）
受付時間  平日9:15~20:00 土日・祝日9:15~17:00（年末・年始は休業させていただきます） 
ホームページアドレス  http://www.ms-ins.com
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