
全国商工会議所のビジネス総合保険制度
超ビジネスプロテクト
安 心 し て 事 業 を 続 け て い く た め の 保 険

引受保険会社  東京海上日動火災保険株式会社
日本商工会議所

商工会議所 会員の皆様へ 2016年7月1日以降始期用

各種保険をセット契約すると、さらに割引が大きく!!

上記の保険料例は、以下の条件で算出しております。
業種：小売業　売上高：1億円　払込方法：団体・口座振替（月払）　保険期間：1年間
【賠償責任に関する補償】施設・事業活動遂行事故…支払限度額：１事故あたり１億円／保険期間中無制限、免責金額：なし

生産物・完成作業事故…支払限度額：１事故あたり１億円／保険期間中１億円、免責金額：なし
事故対応費用補償特約付帯

【休業に関する補償】補償内容：火災、風災、給排水設備事故、騒擾等、車両の衝突等、物体の衝突等、盗難、水災、食中毒
保険金額（日額）：8万円　保険金支払対象期間：最長12か月

保険料のほかに制度維持費100円が毎月加算されます。
上記保険料に、財産に関する補償の保険料は含まれておりません。また、傷害セット割引（＊3）・自動車優良割引は、割引の適用に
一定の条件があります。詳細は、「パンフレット兼重要事項説明書」を参照ください。
（＊1） 賠償責任に関する補償または休業に関する補償に単独で加入し、団体割引（25％）と条項セット割引（3％）が適用されていない場合の一般の超ビジネス保険（事業

活動包括保険）の保険料のことをいいます。
（＊2） 団体割引25％、条項セット割引5％、傷害セット割引（＊3）3％、自動車優良割引3％を適用した場合。

【計算式】［1ｰ25％（団体割引）］×［1ｰ5％（条項セット割引）］×［1ｰ3％（傷害セット割引）（＊3）］×［1ｰ3％（自動車優良割引）］≒0.67→最大約33％割引
（＊3） 2016年10月以降始期契約は、割引名称が「Tプロ割引」となります。

保険料例（月々）

4,080円 3,980円 3,760円
賠償責任に
関する補償

最大約33%割引後
（＊2）

1,850円
割安に!

（月々）

一般の超ビジネス保険の
保険料（＊1）からの差額

商工会議所の
会員様であれば!

財産に関する補償を
セットで加入！

さらに
Tプロ・自動車の補償を
東京海上日動で加入!一般の超ビジネス保険の保険料（＊1）

被害者治療費用補償特約

休 業 に 関 す る 補 償

管理下財物事故の補償

生産物・完成作業事故の補償

人格権・宣伝侵害事故補償特約

施設・事業活動遂行事故の補償
（ 国 外 事 業 活 動 事 故 ）
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賠償補償と休業補償が基本補償

賠償責任
リ ス ク

休　　業
リ ス ク

さらに 財物リスク も補償可能

１つに
まとめて
補償

商工会議所ならではの大きな割引率

●団体割引25%（＊）
●条項セット割引
●Ｔプロ／自動車優良割引

最大
約33%も
割安

（＊）団体割引は、「賠償責任に関する補償」「休業に関する補償」に対して
適用します（地震休業補償特約の保険料は、割引の対象外です。）。

お客様が下痢や発熱、腹痛などの食中毒症状により入院した。店舗側の責任を問われ、
治療費や慰謝料の損害賠償請求を受けた。

床が濡れていたため、来店客が足を滑らせて転倒。テーブルの角で脇腹を強打し、肋骨を
骨折した。お店側に法律上の賠償責任は発生しなかったが、治療費を負担することとなった。

•クロークで預かった貴重品を紛失した。
•入店時に預かったコートを汚してしまい、損害賠償請求を受けた。

観光客を万引き犯と取り違え、公衆の面前で長時間拘束し、問いつめた。拘束され、
ツアーに遅れたことで追加の交通費がかかったとして損害賠償請求を受けた。

•物産展出店のため海外出張している際に、取引先の備品を壊した。
•海外での商談中、コーヒーをこぼし、商談相手に火傷を負わせた。

提供した食事が原因で来店客が食中毒となった。保健所から15日間の営業停止処分を
受け、営業を休業したため売上が減少した。

●食中毒による賠償リスク

●来店客のケガのリスク

●預かったもののリスク

●人格権侵害のリスク

●海外出張時の賠償リスク

●食中毒による休業リスク

のチェックポイント
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このチラシは「超ビジネスプロテクト（事業活動包括保険）」の概要についてご紹介したものです。保険の内容の詳細は、「パンフレット兼重要事項説明書」
または日本商工会議所のホームページに掲載している「約款」（http://www.jcci.or.jp/member/sogo/tm/yakkan.pdf）をご確認ください。ご不明の点
がありましたら、代理店または東京海上日動にお問い合わせください。

〈取扱代理店〉 〈引受保険会社〉

東京海上日動火災保険株式会社
〈担当課支社〉

お問い合わせ先

付

リ ス ク
チェック

1,630円
割安!

（月々）1,530円
割安!

（月々）



アレルギーがあることをお客様から聞いて
いたにもかかわらず、誤ってアレルギー
物質を含んだ料理を提供してしまい、アレ
ルギー発作により、救急車で搬送された。

お客様からお預かりしていたものを
管理上の不備により、破損・汚損して
しまった。

火災や給排水管からの漏水等により
営業を休止したため売上が減少した。

食中毒が発生し保健所から15日間
の営業停止処分を受け、営業を休止
したため売上が減少した。

施設・事業活動
遂行事故の
補償

生産物・完成
作業事故の
補償

管理下
財物事故の
補償

被害者
治療費用
補償特約

事故
対応費用
補償特約

休業に
関する
補償

事故対応費用

法律上の損害賠償金
および

争訟費用
争訟費用とは、弁護士費用や裁判の通訳の費用
（日当、旅費等）など、争訟に要した費用をいいます。

施設内で火災が発生し、煙をすいこ
んだ来店客が病院に緊急搬送された。

治療費用
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など

休業期間中の粗利益の
減少額を補償します!

店内で来店客が転倒し、ケガを負った。
店舗側に賠償責任は生じないと思われ
たが、治療費用を店舗側で負担した。

提供した食事を食べた後、宿泊客が
体調不良を訴えた。お詫びのうえ、
見舞金を支払った。

よりスムーズな事故対応に（＊1）

（＊1）事業活動に起因する対人・対物事故に限ります。
法律上の賠償責任の有無を問いません。

超ビジネスプロテクト

万が一の際の備えだけでなく、多彩なサービスで

貴社のインバウンドビジネスを総合的にサポートいたします!

対人・対物事故が発生した場合の

賠償責任リスクへの備え

火災や自然災害などの事故による

休業リスクへの備えCLOS
ED

!

!
東京海上日動の書面による同意を得て
支出した費用がお支払いの対象です。

日本国外の裁判所に損害賠償請求
訴訟が提起された事故については、
保険金をお支払いできません。

初めて取り組むインバウンド対応の
「どうしよう?」を解決します!

事故やトラブルの対応をしよう！
…でも、全然言葉が通じない! 多言語電話通訳サービス（＊2）

インバウンドの情報を集めよう!
…でも、全部は把握できない! インバウンド情報提供サービス

インバウンド対応しよう!
…でも、具体的にどうするの! インバウンドコンサルティングサービス

どうしよう1

どうしよう2

どうしよう3

これでインバウンド対応できそう!
…でも、客観的にチェックしてほしい!

どうしよう4
おもてなし診断サービス（＊3）

●自社の施設がどの程度
　外国人のお客様に対応できるのかを知りたい
●受入環境強化の取組みを実施したが
　どの程度うまくいっているかを確認したい　等

無料

無料

無料

無料

●中国人旅行者を呼び込みたいが
　具体的にどのように集客をすれば
いいか相談したい
●WEBサイトを
　多言語化する方法を知りたい
●来店時の対応をスムーズにするため
　従業員の語学研修を行いたい 等

●施設内で外国人旅行者が病気を発症!
　…でも言葉が通じず症状が把握できない
●販売商品の返品や交換を
　申し出られてトラブル!
　…でも申し出内容が把握できない
●お釣りが異なったり、
　クレジットカード非対応でトラブル!
　…でも言葉が分からず伝えられない　等

●インバウンドの取組みに関して
　何から始めるべきか学びたい

●外国人旅行者に
　どのようなニーズが
　あるのか知りたい　等

（＊3）店舗を10店舗以上所有される企業が対象になります。

外国人旅行者が施設内で病気の発症やお怪我をされた際に加えて、お客様と
トラブルになった際にご利用できる通訳専用のコールセンターをご提供します。

貴社が訪日外国人向けのビジネスを推進するために有効なさまざまな
情報・ツールをご提供し、各国からの外国人観光客の特徴や動向、取り
組み事例などをわかりやすく解説します。

主な提供コンテンツ
●ニュー スレター（インバウンドの最新情報、直近のイベント予定等）

●オンラインセミナー（外国人旅行者の国別動向、インバウンド対応の進
め方、集客・受入態勢の強化方法等）

モニター調査員が施設に実際に行くことで（ミステリーショッピング）、貴社
施設の顧客満足度を40項目の設問で調査し、業界平均と比べての強み弱
みをご報告します。

b.受入態勢強化支援
免税店登録のための申請方法や、外
国人向けの決済システム導入を支
援する企業のご紹介、またインバウ
ンド研修のアレンジなどを行います。

?

プラス

をご活用いただき、訪日外国人向けのビジネス推進にお役立てください。

（＊2）取扱い商品やサービスのご案内等、事故やトラブル時以外の通訳
には対応できません。

対 応 言 語　10か国語
（英語、中国語、韓国語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、
ベトナム語、ロシア語、フランス語、インドネシア語）

対応時間帯　24時間、365日

インバウンドに関するコンサルティング会社である「株式会社やまとごころ」と
提携し、貴社の今後のインバウンド対応について、プロがアドバイスいたします。
（紹介先の事業者との契約にあたっては有料となります）

a.集客力強化支援
ターゲット国からの旅行者を集客す
るために有効な広告媒体のご案内
や、集客効果の高い広告制作が可
能な事業者のご紹介等を行います。

●上記内容は「インバウンドビジネス支援サービス」の概要を紹介したものです。ご不明の点については、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
●当サービスは「全国商工会議所のビジネス総合保険制度（東京海上日動ペットネーム：超ビジネスプロテクト）」に、ご加入の会員事業者様が対象となります。
●当サービスの内容は、予告なく変更・中止となる場合があります。
●具体的なサービスのご利用方法については、ご加入後にお渡しする「インバウンドビジネス支援サービスご利用方法」のチラシをご参照ください。
●本サービスは東京海上日動の提携会社を通じてサービス提供します。

インバウンドビジネス支援サービス


