
スイス損害保険会社

事業用賠償責任保険
(サービス業用)

賠償責任保険普通保険約款、施設所有（管理）者特別約款、生産物特別約款



2 Swiss Re 事業用賠償責任保険

サービス業の提供に伴う賠償リスクから貴社を包括的にお守りします。

施設・業務遂行リスク 生産物・完成作業リスク

身体障害・財物損壊 使用不能損害 各種特約

引受対象業種：日本国内に所在する事業者で、以下のビジネスを主な業種とするもの 
 
日本国内に所在する百貨店、スーパーマーケット、各種小売店、映画館、レジャー施設、ホテル、旅館、各種専門サービス業 
等 （建設業、幼稚園・保育園、公立学校、介護福祉、病院、エステサロン、マッサージ、性風俗関連、ギャンブル関連はお引
き受けできません。）

身体障害・財物損壊

施設・業務遂行リスク 生産物・完成作業リスク

使用不能損害

事業用賠償責任保険の基本補償内容

貴社の施設や業務遂行に起因して、第三
者に 身体障害または財物損壊を与え、法
律上の賠償責任を負った場合に補償しま
す。

貴社の店舗で火災が発生した際、 
お客様の避難誘導を誤り、死傷者 
が発生してしまった。

ショッピングカートが風で飛ばさ 
れ、駐車場に止めてあったお客様 
の車に傷をつけてしまった。

貴社の製造・販売した製品または行った
作業の結果、第三者に身体障害または財
物損壊を与え、法律上の賠償責任を負っ
た場合に補償します。

映画館で販売したポップコーンに 
異物が混入しており、それを食べ 
たお客様の歯が欠けてしまった。

ホテルで提供した料理が原因でお 
客様が食中毒になってしまった。

貴社の施設もしくは業務遂行、または貴社の生産物もしくは仕事の目的物の損壊により、他
人の身体障害または財物損壊を伴わずに、他人の財物を使用不能にしてしまったことについ
て、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

貴社店舗で爆発事故が発生。周囲の財物に物的損壊はなかったものの、 
破片の取り片付けのため一時的に近隣の店舗が営業を停止。逸失利益を請求された。

保険金のお支払いの対象となる損害

 ̤ 法律上の損害賠償金 

 ̤ 争訟費用 

 ̤ 求償権保全・損害防止軽減費用

 ̤ 緊急措置費用

 ̤ 協力費用

 ̤ その他特約で定める費用
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事業用賠償責任保険の付帯特約

各種特約をご用意しております。貴社のビジネスに合わせ、必要なオプション特約を任意で付帯します。

特約名 概要 サブリミット 免責金額

国外一時業務危険補償特約☆ 出張などで一時的に従業員が海外へ行く際の業務遂行
リスクを補償します。

施設・業務遂行 
支払限度額まで

施設・業務遂行 
免責金額と同額

作業対象物等損壊補償特約☆ 被保険者の仕事の遂行に伴う作業対象物の損壊につい
ての損害賠償責任を補償します。

1事故/期間中
2000万円

施設・業務遂行
免責金額と同額

管理財物損壊補償特約☆ 被保険者の管理下にある他人の財物の損壊等について
の損害賠償責任を補償します。

施設・業務遂行 
支払限度額まで

施設・業務遂行 
免責金額と同額

構内専用車両等危険補償特約☆ 作業場内および施設内におけるフォークリフト等の構内
専用車両に起因した身体障害・財物損壊についての損
害賠償責任を補償します。

施設・業務遂行
支払限度額まで

施設・業務遂行
免責金額と同額

従業員所有自動車危険補償特約☆ 従業員が被保険者の業務のために使用する個人所有の
自動車に起因した身体障害・財物損壊についての損害
賠償責任を補償します。

施設・業務遂行 
支払限度額まで

施設・業務遂行 
免責金額と同額

客の携行品損害補償特約☆ 被保険者の施設への来訪者からの預かり品の損壊につ
いての損害賠償責任を補償します。

1名10万円/1事故100万円
期間中1000万円

なし

借用イベント施設損壊補償特約☆ 被保険者がイベント等のために借用した施設の損壊に
ついての損害賠償責任を補償します。

1事故 2000万円 施設・業務遂行 
免責金額と同額

人格権侵害補償特約☆ 名誉棄損やプライバシーの侵害、不当拘束等についての
損害賠償責任を補償します。

施設・業務遂行 
支払限度額まで

施設・業務遂行
免責金額と同額

広告宣伝活動補償特約☆ 業務の宣伝に関連した名誉棄損やプライバシーの侵害
等についての損害賠償責任を補償します。

施設・業務遂行 
支払限度額まで

施設・業務遂行 
免責金額と同額

被害者治療費用補償特約☆ 被保険者の施設、業務遂行または製品により身体障害
を被った被害者の治療費を補償します。

1名50万円
1事故/期間中1000万円

なし

データ損壊復旧補償特約☆ 被保険者の業務遂行に伴い他人のデータを消失させた
ことについての損害賠償責任を補償します。

1事故/期間中 
1000万円

施設・業務遂行 
免責金額と同額

国外一時持出・流出生産物危険
補償特約★

国外一時持出・国外流出生産物に起因して日本国外で
発生した事故についての損害賠償責任を補償します。

1事故/期間中
1億円

生産物・完成作業
免責金額と同額

初期対応費用補償特約☆★ 被保険者が事故発生時において初期対応のために支出
した現場の保全費用、事故現場の取り片付け費用、交
通費、宿泊費等を補償します。

1事故/期間中  
2000万円

なし

訴訟対応費用補償特約☆★ 被保険者が訴訟対応のために支出した超過勤務手当、
事故再現実験費用、意見書や鑑定書の作成費用等を
補償します。

1事故/期間中
2000万円

なし

ブランドイメージ回復費用 
 補償特約☆★

第三者の身体障害または財物損壊を生じさせてしまっ
た場合、ブランドイメージの回復のために支出した費用
を補償します。

1事故/期間中 
1000万円

なし

借用不動産損壊補償特約☆ 被保険者が業務遂行のために他人から賃借する建物(事
務所や社宅等)の損壊についての貸主に対する損害賠償
責任を補償します。

1事故
3000万円限度

施設・業務遂行
免責金額と同額

食中毒・特定感染症利益  
補償特約★

被保険者の業種が食品の製造、販売、提供であるとき、
食中毒や特定感染症によって営業停止となってしまった
場合、その営業停止中の喪失利益や収益減少防止費用
を保険金としてお支払いします。

1事故/期間中 2000万円 
 支払期間/最長3か月

なし

鍵再作成費用補償特約☆ 被保険者が管理する鍵の滅失、破損、汚損、紛失または
盗取についての損害賠償責任を補償します。

1事故/期間中
2000万円

施設・業務遂行
免責金額と同額

※サブリミットおよび免責金額は別途任意に設定することも可能です。
※☆印のついた特約のサブリミットは、施設所有(管理)者特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
※★印のついた特約のサブリミットは、生産物特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
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補償内容の詳細（基本補償）

保険金をお支払いできない主な場合 (共通)
全てのリスクおよび特約

に共通
 ̤ 保険契約者または被保険者の故意
 ̤ 戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
 ̤ 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責任
 ̤ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
 ̤ 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
 ̤ 排水または排気（煙を含みます。）に起因する損害賠償責任 など

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 (共通以外)
施設・業務遂行リスク

施設所有（管理）者 
特別約款

被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記
載の不動産もしくは動産（以下「施設」といいます。
）または施設の用法に伴う保険証券記載の仕事（以
下「仕事」といいます。）の遂行に起因して保険期間
中に発生した他人の身体障害または財物損壊につい
て、被保険者が法律上の賠償責任を負担することに
よって被る損害に対して、保険金を支払います。

 ̤ 屋根、扉、窓、通風筒、壁等から入る雨または雪等による財物の損壊
 ̤ 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
 ̤ 航空機、自動車もしくは原動機付自転車または施設外における船・車両

（原動力がもっぱら人力であるものを除きます。）もしくは動物の所
有、使用または管理に起因する損害賠償責任

 ̤ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を
離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任

 ̤ 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損害賠償責任（被保険者が
仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は、
仕事の結果とはみなしません。）など

生産物・完成作業リスク
生産物特別約款

次のいずれかに起因して発生した他人の身体障害ま
たは財物損壊について、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損害に対して保険金を
支払います。
 ̤ 被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物（以

下「生産物」といいます。）に起因して保険期間中に
生じた損害

 ̤ 被保険者が行った仕事の結果に起因して、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）
または放棄の後保険期間中に生じた損害

 ̤ 生産物または仕事の欠陥に起因するその生産物または仕事の目的物の
損壊自体（生産物または仕事の目的物の一部の欠陥によるその生産物
または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。）の損害賠償責任

 ̤ 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売も
しくは引渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責
任

 ̤ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もし
くは資材に起因する損害賠償責任

 ̤ 被保険者が支出したと否とを問わず、回収措置を講じるために要した費
用。回収措置とは、生産物または仕事の目的物またはこれが一部をな
す財物に対する回収、廃棄、検査、修理、交換、取壊、解体その他の適
切な措置を言います。

使用不能損害補償特約
（施設・業務遂行 

リスク用）

他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発
生した事故に起因する他人の財物の使用阻害につい
て、被保険者がその財物の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、保険金を支払います。
当会社が保険金を支払う損害は、上記の事故の発生
日からその日を含めて３０日以内に発生した使用阻害
に起因するものに限ります。

 ̤ 被保険者の故意または重大な過失による法令違反
 ̤ 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪

行為（過失犯を除きます。）
 ̤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる妨害行為
 ̤ 法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共

団体の公権力の行使
 ̤ 記名被保険者が所有、使用または管理する財物の使用阻害
 ̤ データまたはコンピュータ・プログラムの損壊
 ̤ 履行不能または履行遅滞
 ̤ 特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害
 ̤ IT業務またはITユーザー行為 など

使用不能損害補償特約
（生産物・完成作業 

リスク用）

被保険者が生産もしくは販売した生産物が他人に引
き渡された後その生産物に起因して、または被保険
者が行った仕事の終了もしくは放棄の後その仕事の
結果に起因した仕事の目的物の損壊に起因する偶然
な事故により、生産物または仕事の目的物が損壊し、
他人の財物が損壊せずその使用が阻害されたことに
より生じる損害（以下「使用不能損害」といいます。）
について、法律上の損害賠償責任をその財物につき
正当な権利を有する者に対し、負担することによって
被る損害に対して、保険金を支払います。使用不能損
害は、その使用不能損害の発生日からその日を含め
て30日以内に生じたものに限ります。

 ̤ 生産物または仕事の目的物自体の使用不能損害に起因する損害賠償責
任

 ̤ 生産物または仕事の目的物自体の損壊を伴わない他の財物の使用不能
損害に起因する損害賠償責任
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補償内容の詳細（特約）

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(共通以外)
国外一時業務危険

補償特約
国外一時業務（※）に起因する損害については、保険証券記載の
適用地域にかかわらず、証券適用地域を「全世界」とします。
（※）国外一時業務とは、被保険者が仕事の遂行のために日本国
外に出張して行う業務をいい、工事、設置、修理、据付、保守、調
整、撮影・取材、運送、配送または展示会等のイベント運営に関す
る業務を除きます。

作業対象物等
損壊補償特約

施設または仕事の遂行に起因する作業対象物等の損壊について、
被保険者がその財物の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
支払います。

 ̤ 記名被保険者等が管理下財物を他人に引き渡した後に発見さ
れたその財物の損壊等

 ̤ 管理下財物の使用不能（収益減少を含みます。）
 ̤ 記名被保険者等、その代理人またはこれらの者の使用人が行い

または加担した管理下財物の盗取または詐取
 ̤ 管理下財物に係る仕上不良または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
 ̤ 自然発火または自然爆発した管理下財物自体の損壊
 ̤ 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現象
 ̤ ねずみ食いまたは虫食いその他これらに類似の現象

管理財物
損壊補償特約

被保険者の管理下にある財物（以下「補償管理財物」といいま 
す。）の滅失、破損、汚損（以下「損壊」といいます。）、紛失または
盗取によって、その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、保険金を支払います。

 ̤ 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担
した補償管理財物の盗取

 ̤ 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用
に供する補償管理財物の損壊、紛失または盗取

 ̤ 補償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

 ̤ 補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火も
しくは自然爆発

 ̤ 補償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補償管理財物の損壊

 ̤ 被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じ
た修理（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

構内専用車両等
危険補償特約

被保険者が作業場敷地内（※）において所有、使用または管理す
る構内専用車両(車両登録がされていない車で、もっぱら施設内に
おいて業務遂行のために使用または管理されるもの)に起因する
事故によって生じた損害に対して、保険金を支払います。
（※）作業場敷地内とは、囲いの有無を問わず、仕事の遂行のため
に製品、在庫品、原材料等の積込み、積下ろし等の作業を行う、
建物または屋外設備が所在する場所およびこれに連続した土地
で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているもの
をいいます。この場合、公道、河川等が介在していても敷地内は中
断されないものとします。

 ̤ 被保険者が施設外で構内専用車両を使用または管理することに
起因する損害賠償責任

 ̤ 被保険者が一般道路上で構内専用車両を使用または管理する
ことに起因する損害賠償責任

 ̤ 構内専用車両の積載物の損壊に起因する損害賠償責任
 ̤ 構内専用車両が作業場敷地外において所有、使用または管理さ

れる間に生じた損害

従業員所有自動車
危険補償特約

対象従業員（※）が記名被保険者の業務のために日本国内で行う
従業員所有自動車の使用または管理に起因して、保険期間中に発
生した他人の身体の障害または財物の損壊について、記名被保険
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、保険金を支払います。
従業員所有自動車について自動車損害賠償責任保険の契約また
は自動車保険契約が締結されているときは、その損害の額がその
自動車損害賠償責任保険契約および自動車保険契約により支払
われるべき保険金の額とその免責金額の合算額を超過する場合に
限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
（※）対象従業員とは、記名被保険者の従業員をいい、役員を含
みません。役員とは理事、取締役または法人の業務を執行するそ
の他の機関をいいます。

 ̤ 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行
等、自動車を取り扱う業務として受託した従業員所有自動車の
使用または管理に起因する損害賠償責任

 ̤ 対象従業員が、従業員所有自動車について正当な権利を有する
者の承諾を得ないで従業員所有自動車を使用または管理したこ
とに起因する損害賠償責任

 ̤ 従業員所有自動車を競技または曲技のために使用したことに起
因する損害賠償責任

 ̤ 従業員所有自動車を使用もしくは管理する対象従業員、その配
偶者、父母または子に対する損害賠償責任 など

客の携行品
損害補償特約

被保険者が施設内で保管する来訪者の財物の損壊によって、その
財物について正当な権利を有する者に対し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
金を支払います。
（※）協力費用を除きます。

 ̤ 来訪者の財物の損壊による使用不能または収益減少
 ̤ 被保険者の代理人・使用人または被保険者の親族が行いまたは

加担した盗取に起因する損害
 ̤ 来訪者の財物が来訪者に引き渡された後に発見された来訪者

の財物の損壊
 ̤ 来訪者の財物に対する修理、点検、加工に起因する損壊

借用イベント施設
損壊補償特約

借用イベント施設（※１）の不測かつ突発的な損壊について、その
施設につい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（※2）に対して、保
険金を支払います。
（※1）借用イベント施設とは、記名被保険者が日本国内で仕事
の遂行のために行うイベント等のために他人から賃借する建物を
いいます。
イベント等とは、研修、講演、展示会、コンサート、スポーツ大会
等の各種行事をいいます。
（※2）協力費用を除きます。

 ̤ 借用イベント施設の修理、改造、取り壊し等の工事
 ̤ 借用イベント施設の欠陥またはねずみ食いもしくは虫食い
 ̤ 借用イベント施設の日常の使用に伴う摩耗、消耗、劣化または

汚損
 ̤ 借用イベント施設の自然の消耗
 ̤ 借用イベント施設の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、

汗ぬれ、変質、その他これらに類似の事由
 ̤ 被保険者が借用イベント施設を貸主に引き渡した後に発見され

た損壊
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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(共通以外)
人格権侵害 

補償特約
次の不当行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担するこ
とによって被る損害に対して、保険金を支払います。
 ̤ 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉棄損
 ̤ 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉棄損

またはプライバシーの侵害

 ̤ 被保険者によって、もしくは被保険者の了解もしくは同意に基づ
いて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除
きます)に起因する損害賠償責任

 ̤ 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によっ
てまたは被保険者以外の者によって行われた行為に起因する損
害賠償責任

 ̤ 最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復と
して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われ
た不当行為に起因する損害賠償責任

 ̤ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険
者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に
起因する損害賠償責任 など

広告宣伝活動 
補償特約

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板、インターネット等によって不特
定多数の人に対して、被保険者の商品、サービスまたは事業活動に
関する情報の提供を行うことに起因する次のいずれかに該当する
侵害行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することに
よって被る損害に対して、保険金を支払います。
 ̤ 名誉棄損またはプライバシーの侵害
 ̤ 著作権、表題または標語の侵害

 ̤ 事実に反することを認識しながら行った広告宣伝活動に起因す
る損害賠償責任

 ̤ 商標、商号、営業上の表示等の侵害（表題または標語の侵害を
含みません）によって生じた損害賠償責任

 ̤ 宣伝価格の誤りによって生じた損害賠償責任
 ̤ 被保険者の業務が広告、放送または出版である場合に、被保険

者が行った広告宣伝活動に起因する損害賠償責任
被害者治療費用 

補償特約
被保険者の施設、仕事の遂行もしくはその結果または生産物に起
因して日本国内で身体障害を被った者に対し、被保険者が負担す
る治療費用（※）に対して、保険金を支払います。
（※）治療費用とは、医師による治療およびこれに伴う移送、入
院、手術、レントゲン撮影等に要した費用をいいます。

 ̤ 保険契約者、被保険者または被害者の闘争行為または犯罪行為
（過失犯を除きます）

 ̤ 被害者の故意
 ̤ 保険契約者、被保険者、被保険者の業務に従事中の者または被

保険者と同居の親族の被った身体障害
データ損壊復旧 

補償特約
被保険者の仕事の遂行に起因して発生した磁気的または光学的に
記録されたデータまたはコンピュータ・プログラムの滅失または破
損について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによっ
て被る損害に対して、保険金を支払います。

国外一時持出・
流出生産物危険 

補償特約

国外一時持出生産物または国外流出生産物に起因して日本国外
で発生した事故による他人の身体障害または財物の損壊につい
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損
害に対して、保険金を支払います。

 ̤ この保険契約の保険期間満了後または解約後、1年以上経過し
たのちに行われた損害賠償請求

 ̤ 被保険者によって、または被保険者の了解、同意、または指図に
よって被保険者以外により輸出された生産物

 ̤ 被保険者以外のものが日本国外へ販売または供給することを目
的として、その被保険者以外の者との間で定めた仕様、企画また
は数量などに基づき、被保険者が製造・販売または供給した生
産物（注）

 ̤ 次のいずれかに該当する生産物 
– 医療機器、医療品、医薬部外品またはこれらに使用され 
 る原材料や部品、成分 
– 航空機、鉄道、船舶またはこれらに使用される材料、 
 装置などの部品類 
– たばこ 
(注）生産物が原材料、部品などに使用される場合を含みます。

初期対応費用 
補償特約

保険事故に対応するために被保険者が支出した以下の初期対応
費用(社会通念上妥当と認められるものに限ります)に対して、保険
金を支払います。
1.  事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事

故原因の調査の費用
2. 事故現場の取り片付け費用
3.  被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するための交

通費・宿泊費等の費用
4. 通信費
5.  事故が他人の身体の障害である場合において、被害者に対す

る見舞金もしくは香典または見舞品購入費用（1名10万円限
度）

6.  書面による当会社の事前の同意を得て支出された新聞等への
お詫び広告の掲載費用

7.  その他1から6までに準ずる費用。ただし、他人の身体の障害以
外の事故について被保険者が支払った見舞金または見舞品購
入費用を含みません。

訴訟対応費用 
補償特約

保険事故に対して日本国内において提起された被保険者に対する
損害賠償請求訴訟において、被保険者が支出する以下の訴訟対応
費用に対して保険金をお支払いします。
 ̤ 被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
 ̤ 被保険者の役員または使用者の交通費または宿泊費
 ̤ 増設コピー機のリース費用
 ̤ 被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再

現費用
 ̤ 意見書、鑑定書の作成費用
 ̤ 相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用

ブランドイメージ 
回復費用補償特約

施設所有(管理)者特別約款および生産物特別約款に規定する損
害が発生し、ブランドイメージ回復または失墜防止のために必要
な措置を講じるために、当社の承認を得て事故発生から12か月以
内に支出した以下の費用に対して保険金を支払います。
 ̤ 事故によって失った被保険者の施設、仕事または生産物の信頼度

を回復させるための広告宣伝活動等、およびその方法を策定する
ためのコンサルタントを起用する費用。

 ̤ 被保険者が他人の身体障害について法律上の損害賠償責任を負
担する場合に、その事故の再発防止のためにコンサルタントを起
用した場合の費用。
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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(共通以外)
借用不動産

損壊補償特約
不測かつ突発的な借用不動産の損壊について、その貸主に対して
記名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、保険金を支払います。借用不動産とは、保険証券
に記載された記名被保険者がその業務のために日本国内において
他人から賃借する事務所、店舗、社宅の用途に使用する建物また
は戸室およびそれらに備え付けられた什器備品をいいます。

 ̤ 建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸
入または吹込み

 ̤ 自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理
 ̤ 借用不動産の修理、改造または取壊し等の工事
 ̤ 借用不動産のかし
 ̤ 借用不動産の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化、汚損、破損、

自然の消耗または性質によるさび、かび、変質その他類似の現
象

 ̤ ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
 ̤ 記名被保険者が借用不動産を貸主に引き渡した後に発見された

損壊
食中毒・ 

特定感染症
利益補償特約

次のいずれかに該当する事故により、営業が休止または阻害され
たために生じた損失（喪失利益（※１）および収益減少防止費用
（※２）をいいます。）に対して、保険金を支払います。
 ̤ 被保険者の営業のための施設（以下「施設」といいます。）におけ

る食中毒の発生または施設において製造、販売もしくは提供した
食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法（昭和22年
法律第233号）の規定に基づき所轄保健所長に医師から届出の
あったものに限ります。

 ̤ 施設における以下の感染症の発生。ただし、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114
号）の規定に基づき都道府県知事に医師から届出のあったもの
に限ります。

 ̤ 施設が食中毒または下記に掲げる感染症の原因となる病原体に
汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関に
よる施設の消毒、隔離その他の処置

〈感染症〉
①エボラ出血熱/②クリミア・コンゴ出血熱/③痘そう/④南米出血
熱/⑤ペスト/⑥マールブルグ病/⑦ラッサ熱/⑧急性灰白髄炎（ポリ
オ）/⑨結核/⑩ジフテリア/⑪重症急性呼吸器症候群（病原体がベ
ータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。
）/⑫中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERS
コロナウイルスであるものに限ります。）/⑬鳥インフルエンザ（病
原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルスであ
ってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異
するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものである
ものに限ります。）/⑭コレラ/⑮細菌性赤痢/⑯腸管出血性大腸菌
感染症/⑰腸チフス/⑱パラチフス
（※1）上記の事故により営業が休止または阻害されたために支払
期間（※3）内に生じた損失のうち、経常費および事故が発生しな
ければ計上することができた営業利益の額をいいます。
（※2）標準営業収益（事故発生直前12か月のうち、支払期間に
応当する期間の営業収益）に相当する額の減少の発生または拡大
を防止するために支払期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち
通常要する費用を超える額をいいます。
（※3）上記の医師からの届出または保健所等の行政機関による
消毒等の措置が行われた時から、事故の影響が消失した状態に営
業収益が回復した時までの期間をいいます（最長3か月）。

 ̤ 保険契約者または被保険者（保険契約者または被保険者が法人
である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行する
その他の機関をいいます。）の故意もしくは重大な過失

 ̤ 被保険者（被保険者が法人である場合は、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）の故意
または重大な過失による法令違反

 ̤ 脅迫、恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する
妨害行為など

鍵再作成費用 
補償特約

被保険者が仕事の対象として管理する物件の鍵の滅失、破損、汚
損、紛失または盗取により、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損害（※）に対して、保険金を支払います。
（※）鍵再作成費用として支払う損害賠償金は、次に定める費用
の合計額を超えないものとします。
 ̤ 紛失または盗取された鍵で施錠・開錠が可能な物件の錠前の交

換費用。鍵にはIDカードその他類似のものを含みます。錠前には
シリンダーを含みます。

 ̤ 損壊、紛失または盗取された鍵、およびこれによって施錠、開錠
できる扉の他の鍵の再作成費用

 ̤ 被保険者の使用人または代理人が行いまたは加担した鍵の盗
取

損害サービス体制について
 ̤ 事故が発生した際にはお客様から安心して事故の処理をお任せいただける様、お客様に専任の長年の経験を持つ保険金

お支払い担当者が日本支店に在籍しております。

 ̤ 日本全国に拠点を持つ大手損害鑑定事務所、公認会計士、弁護士事務所とのネットワークがあり、事故が発生した際には
迅速な対応がとれる体制を整えております。
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電話（代表）06-6133-5910

www.corporatesolutions.swissre.com/japan
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(www.corporatesolutions.swissre.com)またはTwitter(@SwissRe_CS) 
をご覧下さい。 
日本においては、スイス・リー・インターナショナル・エスイー 
（「SRI」）として認可を受け、企業向け保険のソリューションを 
提供しています。「スイス損害保険会社」は、SRI日本支店の 
ブランドネーム（通称社名）です（2017年9月より）。
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