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この保険の概要

伏図の作成ミス

以下のような専門業務のミスによって
※１

現場への納品および検品の後、以下のような事象が発覚し、

お取引先様、お施主様が対応のために緊急支出した費用について
（例：手配していた業者のキャンセル費用や既に施工された部分の取り壊し費用等）

法律上の損害賠償を請求されたとき

を保険金としてお支払いします。

プレカット機械への入力ミス

プレカット材を梱包する際のミス 出荷の際における検品の不備

寸法が違う 仕口が合わない

プレカット材の品目が違う プレカット材が不足している

天井高を間違えた

法律上の損害賠償金 争訟費用
※2 ※3

※１：伏図の作成および木材プレカットに関する一連の業務（プレカット機械への入力、切断、梱包、検品を含みます。）
※２：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、課徴金または懲罰的損害賠償金もし

くは倍額賠償金（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を含みません。

※３：被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟（訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。）によって生じた費用（被保険
者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。）で、被保険者が当社の同意を得て支出し
たものをいいます。

注1

注2

納めた製品(目的物)の回収、撤回、検査、修理、交換、調整、除去または処分にかかる費用に
起因する損害賠償責任は保険金のお支払対象となりません。

第三者に対し、身体障害や財物損壊を与えたことによる損害賠償責任は保険金の
お支払対象となりません。



保険期間 
この保険の保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。）は原則として１年間

です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては申込書の保険期間欄にてご確認くださ

い。なお、この賠償責任保険を初めて付保したとき以降に行った対象業務につき、保険期間中に損害賠

償請求を受けた場合に対象となります。 

保険金が支払われない主な場合 

当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害および、次

のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。 

 
○戦争（注１）、変乱、暴動（注２）、労働争議または政治的もしくは社会的騒擾

じょう

（じょう） 

○地震、噴火、洪水または津波 

○核物質の危険性（注３）または放射能汚染（注４） 

○次のいずれかの事由 
ア．汚染物質（注５）の排出、流出、溢（いっ）出、漏出またはこれらが発生するおそれがある状態 
イ．汚染物質（注５）の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請 

○対象業務の目的物の回収、撤回、検査、修理、交換、調整、除去または処分について被保険者または第三者が被った損

失または費用に起因する損害賠償請求 

○身体の障害（注６）または精神的苦痛に対する損害賠償請求 

○誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による名誉毀（き）損または人格権侵害に対する損害賠償請求 

○財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難（注７）に対する損害賠償請求 

○履行不能または履行遅延に起因する損害賠償請求 

○業務を通じて知り得た事実もしくは秘密の漏えいまたは自己の利益のための使用に関する損害賠償請求 

○被保険者が支出したと否とを問わず不完全な業務の再履行もしくは追完のために要する費用に関する損害賠償請求 

○業務の結果を保証することにより加重された責任に関する損害賠償請求 

○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責任に関する

損害賠償請求 

○費用もしくは収益に関する保証または費用が見積を超過したことに起因する損害賠償請求 

○専門業務の対価として支払われた金銭の返還に起因する損害賠償請求 

○被保険者、その使用人、またはその他の被保険者の業務の補助者が被保険者のためにその事務を処理するにあたり、ま

たは自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する賠償賠償請求 

○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）、消費者保護基本法（昭和４３年法律第

７８号）その他類似の法令に違反したまたは違反したとの申立てに起因する損害賠償請求 

○不動産価格、投資資産の価値の下落、元本欠損または利回りの低下に起因する損害賠償請求 

○業務の結果が予期された性能または効能を発揮しなかったことに起因する損害賠償請求 

○販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求 

○被保険者またはその使用人が行った不正アクセスまたはそれらの不正使用を防止できなかったことに起因する損害賠

償請求。ただし、不正アクセス等が、対象業務の結果が所期の効能または性能を発揮しなかったことにより生じた場合

を除きます。 

○対象業務の瑕疵にかかる契約上の保証責任に起因する損害賠償請求 

○法令に違反することを認識しながら（注 8）行った行為に起因する損害賠償請求 

○被保険者が、故意に、真正の事実に反して重要事項の説明および契約書面を遂行したこと、および重要事項の説明を行

ったことに起因する損害賠償請求 

○公認会計士、建築士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、弁理士、医療にかかる専門職業人、保険代理店、不動産

取扱業者（注９）、土木または建築技師の業務に起因する損害賠償請求 

○自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他類似の事由に起因する損害賠償請求 

○法令により要求される必要な措置を怠ったことによる損失に関する損害賠償請求 

○被保険者が業務遂行にあたり必要な調査、確認等を怠ったことに起因する損害賠償責任。ここでいう業務とは、業法に

定める重要事項の説明、顧客に交付する書面への記名押印等を指します。 

○設計者、施工者、下請負人または被保険者のために業務を行うその他の者の倒産、清算、管財人による財産管理または

金銭債務の不履行に起因する損害賠償請求 

○土地、建物、工作物もしくは設備の瑕疵に起因する損害賠償請求 

○被保険者が代理または媒介した売買契約または賃貸借契約上の債務の履行に関して、当該契約の当事者間に生じた争い

に起因する損害賠償請求 

○加算税、重加算税、延滞税または加算金、重加算金、延滞金を課されたことに起因する損害賠償請求 

○被保険者の業務の結果を顧客以外の者が使用したことに起因する損害賠償請求               等 



（注１）戦争 

宣戦の有無を問いません。 
（注２）暴動 

群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な
事態と認められる状態をいいます。 

（注３）核物質の危険性 
核物質とは、核原料物質、特殊核物質または副生成物をいい、危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。 

（注４）放射能汚染 
形態を問いません。 

（注５）汚染物質 
固体状、液体状、気体状もしくは熱を帯びた有害な物質、または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、
アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。 

（注６）身体の障害 
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 

（注７）財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難 
それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。 

（注８）法令に違反することを認識しながら 
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９）不動産取扱業者 
これに類似の事業者を含み、名称を問いません。 
 
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご

不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 
 

支払限度額、免責金額と保険料率 

支払限度額 

(一連の損害賠償請求につき／期間中) 

免責金額 

（一連の損害賠償請求につき） 
保険料率 

3,000万円／１億円 a. 300千円 b. 500千円  a. 48円／坪 b. 24円／坪（注） 

（注）坪数：把握できる直近会計年度 1年間の加工実績となります。 

  ※実際のお支払いする保険金は、縮小支払割合９０％が適用されるため、 

     （損害の額の合計額－保険証券記載の免責金額）×０．９  

   となります。 

損害賠償請求がなされた場合の当社へのご連絡等 

損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、

取扱代理店または当社に次の事項をご連絡ください。 
①損害賠償請求を最初に知った時の状況  ②申し立てられている行為    

③原因となる事実 

 三井住友海上へのご連絡は                  事故は       いち早く 

２４時間３６５日事故受付サービス 
「三井住友海上事故受付センター」 ０１２０-２５８-１８９（無料）へ 

  
 

なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく当社に書面によりご通知いただく必要があります。 

保険金のご請求時にご提出いただく書類 

被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場

合は、次表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店ま

たは当社にご相談ください。 
※１ 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきま

す。 
※２ 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合があ

りますので、ご了承ください。 



 
 

保険金のご請求に必要な書類 書類の例 

（１）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書 

（２）引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類
およびその他これに類する書類（注） 

（注）損害賠償が請求された、または損害賠償の請求がなされる
おそれのある状況を最初に知った時の状況・日時・場所、事
故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類
をいいます。 

引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、
交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・
修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する
書類 

（３）損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類  

①損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 売買契約書、購入時の領収書、保証書、被害物の写真・画像デー
タ、修理見積書・請求書・領収書・受領書、調査に関する同意書、
全部（個人）事項証明書 

②損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠
償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者
の承諾を確認する書類 

示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償金の支
払いを証する書類 

③共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する
書類 

権利移転証（兼）念書 

（４）被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 
（５）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類  

①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、
代表者事項証明書 

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書 

③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認す
る書類 

示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知
書、労災支給決定通知 

④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人
代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 

■当社は、保険金請求に必要な書類（注１）をご提出いただいてからその日を含めて３０日以内に、保険金をお支払いする

ために必要な事項（注２）の確認を終えて保険金をお支払いします（注３）。 
（注１）保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。 
（注２）保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の 

効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 
（注３）必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門 

機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等

が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当

社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。 
■保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保

険約款および特約でご確認ください。 
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権（他の債権者

よりも優先して弁済を受ける権利）を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押え

はできません。 
 

その他のご注意事項 

○この補償制度に加入できるのはＡＦＳＣの会員のみとなります。 

○保険料は、初回保険料を口座振替により払込みいただく場合など、保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご契約と

同時に払込みください。払込みの猶予がされない場合は、保険期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店また

は当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。 

保険料を払込みいただきますと、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。 

（注）保険料の払込方法が口座振替、クレジットカード払（登録方式）等の場合には、発行されません。 

○このパンフレットは専門事業者賠償責任保険の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款および特約をご覧くださ

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。 

○この保険は、保険料が坪数の実績数値に対する割合によって定められるため、ご契約の際に、保険料を算出するために必

要な資料を当社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。 

○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損害賠償請求権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、被保険者が損害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、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、

損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。 

 

 



○保険会社破綻時等の取扱い 

当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。当社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の

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、その

被保険者にかかわる部分については、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か月までに発生した事故による保険金は１００％補償されま

す。 

○保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む一時払と、複数の回数に分割して払い込む分割払とがあります。

分割払の場合、一時払に比べて保険料が割増となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。 

○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

代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約され

たものとなります。 

○ご契約いただいた後にお届けする保険証券（または保険契約証、保険契約継続証）は、内容をご確認のうえ、大切に保管

してください。また、ご契約手続きから１か月を経過しても保険証券（または保険契約証、保険契約継続証）が届かない

場合は、当社までお問い合わせください。 

○保険契約者と被保険者（保険契約により補償を受けられる方）が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険

者の方にも必ずご説明ください。 

○この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 

○ご加入の脱退（解約）に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いた
しますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせて
いただく場合があります。 

○ご契約時における注意事項（告知義務－保険申込書の記載上の注意事項）                   特にご注意ください  
保険契約者または被保険者には、ご契約時に保険申込書（当社にこのご契約の申込みをするために提出する書類をいい、
申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。）の記載事項について事実を正確に
告知いただく義務（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。）。 
保険申込書に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異な
る場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保
険申込書の記載内容を必ずご確認ください。 

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご契約されている場合、「補償の重複」が生じることが
ありますので、必ずその内容（保険の種類、保険金額等）を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約
と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご契
約されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または当社までお問い合わせください。 

○ご契約後における注意事項（通知義務等）                                  特にご注意ください  

ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ（事実の発生が契約者または被保険者の責任

によらない場合は遅滞なく）取扱代理店または当社にご通知ください。 

ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。 

○ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合 

また、ご契約後、次に該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代

理店または当社にご通知ください。 

○保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合  

○上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合 
 

 

 

この保険契約に関する個人情報について、当社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。 

【個人情報の取扱いについて】 

この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびＭＳ＆ＡＤイ

ンシュアランス グループのそれぞれの会社（海外にあるものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご

提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利

用することがあります。 

ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）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。 

また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、

医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。 

詳細は、当社ホームページ（http://www.ms-ins.com）をご覧ください。 
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