
日本代協新プラン
専門業務事業者賠償責任保険保険募集人特約

事】
●同封の｢払込取扱票(郵便振込用紙川こ必要事項をご配人のうえ､

所定の保険料をお振込み頂くことでご加入できます｡

保険期間: 2013年10月1日から2014年10月1日(毎年更新)

申込瀬切日: 2013年9月6日(金)

●中途加入の申込みも受け付けています｡その場合､

保険終期は2014年10月1日となります｡

中途加入申込締切日:毎月20日(翌月1日始期▲● )
※ただし､お申込みの最終受付日は201 4年6月20日

(201 4年7月1日始期)です｡

お問い合わせ先

[保険契約者] -般社団法人El本損害保険代理業協会　　　　　　[引受保険会社]エース損害保険株式会社

〒100･0006薫京都千代田区有楽町1-1211新有楽町ビル3階321区　　　　　　　　〒15310064　東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー

TEL.031320 1 -2745　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TELO3･574010846



この保険は一般社団法人日本損害保険代理業協会を契約者とし､代協正会員

である代理店および半の役員､従業員(派遣社員､臨時社員､委託型･委任型

使用人含む)を被保険者とする同体契約です｡

■補償される金額

項目 兢��ﾈ+8.ｨ.�>�vR�支払限度額.保険金額 
1事故につき 剳ﾛ険期間中支払限度額… 

代理店賠併責任保険金 兢ｸﾊ�X��ﾈ,ﾈｼik�,佛x.俎8郊,亢闖h+x.�����9D2�合算して 1億円 冤i�8ｾ�ｧ｢�Yiﾈ冷��7H8�986�88485兩ｸ�ﾓﾒr��合算して 3億円 

受託財物保険金 兢ｸﾊ�X�,儺ｹwh,悦ｨｷ�*�.x,ﾈ�9�YZ�,���+x.僣X廂�9D2�

施設頼価責任保険金 兢ｸﾊ��9yﾙ5�,ﾈ郢�ﾘ,ﾈ�tﾊH諍w�Hｬyyﾘ,亢闖h+x.僣X幵��9D2�

争訟費用保険金 ����yN��/�X�%8+x.�+�,h,�.h,�,I�h+h.��丼��2,000万円 冤i�8ｾ�ｧｨ,�+R�6,000万円 

個人情報瀬えい 侘)�ﾈ�饑��(*h*(馼ﾌﾈ,ﾈﾝｺH��饐ｸﾊ���-h,ﾉ�(*h*(饕���,ﾉ<ﾘ�*�.h-�Nﾙ�h�(-h,ﾈﾊ兀�ｾ�迚ZX*(,�,(*(,H,ﾈ��500万円 �500万円 

見舞金費用保険金 ��ﾃｨ5"��饐ｸﾊ���,ﾉ{弌�*ｨ*�,�+ﾘ�ｨﾘx,ﾈﾊ兀�ｾ��(見舞金500円/1被害者につき) 

※フランチャイズ方式とは､損害脂価金額が免責金額(5万円)以上の場合に限り､損害保険金をお支払いする方式です｡この場合､お支払保険金に免責金額はかがはせん｡

※ ※保険期間中の総支払限度額は1 50億円となります(証券共通)0

･･- ,う

_-■■

現在他社で同種の保険(保険募集人向け専門業務事業者賠償責任保険)にご加入されている場合

新規加入の1年間のみ｢先行行為補価特約｣を付帯することができます(保険料割増1 0%) ｡

この場合､遡及日(保険対象となる代理店業務開始日｡通常新規加入時の保険開始日)が新規加入時の保険開始日の

1年前の応当日に遡ります(ただし､受託財物賠価責任補償特約､施設賠償責任補償特約または個人情報漏えい見舞

金費用補償特約にはこの特約は適用されません) 0

田& ′}!l:_t皆様のご質問にお答えします｡

国この保険はどのような場合に榊される保険ですが
也特定保険募集人※またはその役員もしくは従業員が保険募集業務に係る行

為に起因してお客様や第三者に損害を与えてしまったことで､保険期間中に

損害賠価請求された場合に負担する法律上の損害賭価責任に対して保険
金をお支払いする保険です｡ただし､特定保険募集人が保険業法の規定に

基づいて登銀していることが条件となります｡

※生命保険募集人､損害保険代理店または少額短期保険募集人をいい､

特定少額短期保険募集人を除きます｡

由保険の補償対象となる被保険者の範田を教えてください｡

[ヨ以下に記載のすべての方が被保険者となります｡
①代理店(代協正会員)

②代理店の役員(過去の役員を含みます)

③代理店の従業員(過去の従業員を含みます｡従業員には､派遣社員､臨時

社員､委託型･委任型使用人を含みます)

田代協正会員以外でもこの保険を申込むことはできますか?

同できません｡この保険は代協正会員のみがご加入できる団体保険奥約です.

国保険料はどのようにして乱はれるのですか?
挺塁i保険募集人(登銀したまたは届け出た募集人)の人数によって算出します｡

田諸芸竺戯墨筆人の行為に起臥た軸(事由'

見本保険における被保険者は､代理店(代協正会員)またはその役員もしくは従
業員を対象としています｡したがって､届け出た役員､従業員だけではなく事務

に従事している派遣社員等も対象としています｡

田漂喜悪賢諾霊票豊写譜虻混票数農芸
の業務にかかわる行為に起因して損害賠償請求を受け撮害賠償
金を支払うべき場合でも保険金を支払ってもらえるのですか?

田この保険の対象となる事由による場合には､保険金をお支払いします｡

田器書芸詰責讐慧認品霊芝翌諾監禁手筈野

田費用保険金としてお支払いします｡ただし､事故(事由)が､この保険の免責
事由に該当している場合にはお支払いできません｡

国保険開始日前の保険業掛こ係る行為は､補償されますか?
L上～初年度保険開始日後に損害賭価請求の原因となった保険募集業務があり､

かつ保険期間中に被保険者に対して損害賠価請求があった場合に保険金

の支払い対象となります｡ただし､先行行為補価特約を付帯した場合は､初

年度保険奥約の開始日のl年前の応当日以降の保険募集業務に起因した
損害賠価請求も対象となります｡

田お客様の個人情報を涌えいした場合は補償されますか?

短代理店(代協正会員)またはその役員もしくは従業員が保険募集業務に係る
行為でお客様の個人情報を漏えいし､情報管理に過失があることを理由に
損害賠価請求された場合は保険の対象となります｡ただし､代理店(代協正
会員)またはその役員もしくは従業員の故意である場合は除きます｡また､個

人情報漏えい見舞金兼用補価特約により､漏えいした被害者へのお見舞金

として､被害者1人あたり500円を限度に保険金をお支払いします(保険期

間中支払限度額500万円) ｡

包闇温妄電設認識も打か?

凶保険料は顧客から領収したものであり､受託したものではないため､この保険
では補価されません｡

田琵望豊諾琵鰐となり臥た｡

田満期時まで､人数の変更は手続きの,Et要がありません.また､組織変更(合
併･吸収等)による人数の変更も手続きの必要はありません｡

田ぎ君警認諾禦認諾讐ふ?

窃直ちに所属保険会社に連絡し対応を相談してください凋時にエース損害保
険株式会社に事故報告書をご提出ください｡なお､所属保険会社の対応も
ご連絡願います｡



■保険代理店の責任と保険業法

保険代理店が保険募集につき保険契約者に加えた損害は､保険業法第283条で所属保険会社が責任を負うとされています｡しかし､同

条第2項では､保険会社が代理店委託につき相当の注意をし､かつ保険契約者に加えた損害発生の防止に努めていたにもかかわらず

発生した損害については免責とされ､さらに同条第4項において所属保険会社は代理店に対し求償権を行使できるとされています｡

この保険業法第283条は､民法第71 5条の｢使用者等の責任｣の特別であり､その目的は｢保険契約者の保護､所属保険会社の募集

主体に対する教育指導の責任｣です｡

保険業法第283条(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)(抜粋) 

第283条所属保険会社等は､保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う○ 

2前項の規定は､次に掲げる場合には､適用しないo 

三所属保険会社等の委託に基づく特定保険募集人又はその役員若しくは使用人である保険募集人が行う保険募集について 

は､所属保険会社等が当該特定保険募集人の委託をするについて相当の注意をし､かつ､これらの者の行う保険募集について 

保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたときo 

4第一項の規定は所属保険会社等から保険募集人に対する求償権の行使を妨げず､また､前項の規定は保険募集再委託者か 

ら保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない○ 

2007年4月の保険会社向けの総合的な監督指針等の改正により､保険販売に際して､顧客のニーズ確認をより厳密に実施することが

求められています｡

◎信義則上の責任(民法第1条) ･-本来は保険契約者の自己責任に属する事項(保険の申込､保険料の支払義務等)でも信義則上

は｢代理店は契約者に対する援助義務がある｣とされるものです｡

●自動車保険不継続で保険代理店の

責任を認定

主人は振込むと
申しております｡

原田項目書保険種目 剳蜿W行為の内容 

重要事項説明 俾�:竟B�契約条件説明及び確認不足､説明漏れ 

手車特約常明不定､~付保誤り 

車両保険金額設定ミス 

車両保険付保確認不足 

特約付保誤り､付保漏れ 

被保険者限定､拡大特約付保誤り 

火 侏������k餮9�ｲ�
保険の目的確認不足 

補価条件説明誤り､説明漏れ 

不適切契約案内 

新種 佛����ﾈ���k霍�-�ｦﾙDiW9�ｺI��k驟(.｢�商品内容､補価範囲説明不足､説明誤り 

特約付保誤り､付保漏れ 

運賭 儻94ｹ�闇��栗>��

生保 俯餬�^(ﾞﾉ<�o�,�+Y]ｸﾊ���,�.�*�*�.ﾘ.x+��i&h��靖WB�法人保険契約の損金算入割合誤回答 

契約条件説明及び確認不足､説明漏れ 

保険料 俾�:竟B�保険料未収､遅延 

分割払保険料口座引落不能 

保険料算定誤り 

火災新種 兒ｨｨIZY]ｸﾊ��ｸﾜ�初x餮9Eﾂ�

運賠 兒ｨｨIZY]ｸﾊ��xｾ�'�B�

自動車保険の満期に際して､保険代理店は､ ｢自動車保険･満期のお知らせ｣は
がきによって､満期日､保険料およびその振込方法等保険契約の更改を案内し

た｡その後､保険奥約着は継続奥約申込書に署名捺印｡保険代理店は､保険契

約者の妻に保険料の支払いを数度に渡って督促した｡しかし､満期日までに保険

料の払込が無かったため､保険代理店は､奥約者が他の保険会社と保険葵約を

締結したのであろうと推測し､署名捺印済申込書を破棄｡この際､保険奥約着に
対しては何ら通知はなされなかった｡

その後､保険奥約着は自損事故を起こしたが､保険料の払込が無いため保険会

社は､保険金支払いを拒んだ｡そこで､保険会社および代理店に対して損害賭価

請求訴訟を提起した｡

東京地裁は､ ｢保険代理店として､信義則上､本件保険契約の目的達成のため､

保険契約者と協力すべきである｡ ｣とし､契約者の更改意思や保険料徴収につい

て一定の努力を尽すべきであったと判示し､保険奥約着の損害額の2割の責任を

保険代理店に認めた｡

2012年12月31日現在

原因項目 兢ｸﾊ�ﾙm｢�募集行為の内容 

保険料 ��i]ｲ�保険料未収､領収遅延 

変更手続き �� 

自動車 礼竟I{ﾉ�Y�h訷ｬ壱吋ⅸﾎｸ.��
年齢条件変更誤り 

保険の条件変更を失念､誤り 

奥約付保失念､解約失念.ミス 

火災 兢ｸﾊ�����ﾈ��壱吋��

新種 �?ｨｬy�兔��7�5��
被保険者確認漏れ 

自賠 倆I{ﾉ?ﾉ�h詹���Dⅸﾎｸ.��

生保 �ﾉo�WI]ｸ�Dⅸ��o��D�7�5��

満期管理 俾�:竟B�満期案内､更改手続失念(含む新規) 

契約者本人の更改意思確認不足 

火災 �ｹxｩ]ｸﾊ�ﾉo�,ﾈ卷o��D��
更改手続失念､誤り 

新種 俔亜ﾈ詹���Dⅸﾎｸ.��

運賠 冓隸ｨ栗>�Hﾕ亜ﾈ詹���D�ｭﾈ-��hｫ2��

生保 俔亜ﾈ詹���Dⅸﾎｸ.��

保険事故対応 仄I,｢�支払内容説明誤り 
修正内容指示誤り 

その他 ��h霻�解約返戻金振込み誤り 
自動車 兢ｸﾊ���ﾇh�8�D��

個人情報漏洩 ��個人情報盗難､紛失 



■保険料について
･年間保険料は､保険募集人(保険募集の登銀をしたまたは届け出た募集人)の合計人数により算出されます｡
･同一人が損保および生保の募集を兼務している場合は､ 1名とします｡
･お申込みの際は､同封の｢払込取扱票(郵便振込用紙)｣に必ず募集人数をご記載ください｡

･認定代理士割引は日本代協の保険大学を卒業し､日本代協認定保険代理士として日本代協の認定を受けた募集人が在籍してい

る場合に適用されます｡認定保険代理士が2名までは1 0%､ 3名以上で20%の割引率となります(1 00円単位切捨て) ｡
･ ｢先行行為補償特約｣を付帯した場合､保険料1 0%割増となります(1 00円単位切捨て)0

具体的な保険料は､下表( ｢先行行為補償特約｣付帯時保険料表)をご参照ください｡

単位:円 剏p続､新規加入の場合 �� �(i7(��?ﾈ,ﾈ�ｨﾘr云ｸﾊ�隸ｩ?ｨ+(,h,ﾉ]ｸﾊ��劔{�� ��

保険開始日 集件 �2013年 10月1日 ���ﾈ��?｢�12月1日 �#��ID���ﾈ��?｢�2月1日 �8ﾈ��?｢�4月1日 店ﾈ��?｢�6月1日 度ﾈ��?｢�

保険暮暮人の 合計人草 僖i.云ｸﾊ��9yﾘ贅�

1名 ��kﾂ�ll.000 ���ﾃ����9,000 唐ﾃ����7,000 澱ﾃ����5,000 鼎����3000 �#����
1名 湯�����8,000 途ﾃ����6,000 澱ﾃ����5,000 釘ﾃ����3,000 �2ﾃ����2 津����

■o名 ��2�����ll,000 ���ﾃ����9.000 唐ﾃ����7.000 澱�����5000 鼎����3000 

2 ��ﾓ)kﾂ�ll.000 ���ﾃ����9.000 唐ﾃ����7.000 澱ﾃ����5,000 釘ﾃ����3,000 �"�,000 

3名 ��kﾂ�14.000 ��"�����ll,000 ���ﾃ����9,000 唐�����7,000 迭ﾃ����4.000 �2ﾃ����1-2名 ��"ﾃ����ll.000 ���ﾃ����9,000 唐ﾃ����7.000 澱ﾃ����5,000 釘�����3,000 

3名以上 免ﾂ�����10,000 湯ﾃ����8,000 途ﾃ����6.000 迭ﾃ����4.000 �2ﾃ����2,000 

4名 ��kﾂ�16.000 ��Bﾃ����13,000 ��$D��10,000 湯�����8.000 田����5000 鼎����1-2名 ��B�����12,000 免ﾂ�����10,000 湯ﾃ����8,000 途�����5,000 釘ﾃ����3 偵����

3名以上 ��"�����ll.000 ���ﾃ����9,000 唐ﾃ����7.000 澱�����5,000 釘ﾃ����3,000 

5名 ��kﾂ�17.000 ��Rﾃ����14,000 ��"ﾃ����ll,000 湯ﾃ����8,000 途ﾃ����5,000 釘ﾃ����1-2名 ��Rﾃ����13,000 ��"ﾃ����ll,000 ���ﾃ����8,000 途ﾃ����6,000 迭�����3,000 

3名以上 ��2�����ll,000 ���ﾃ����9.000!8,000 �7,000 澱ﾃ���CRﾃ����釘ﾃ����.3,000 

6名 ��kﾂ�19.000 ��rﾃ����15.000 ��B�����12.000 免ﾂﾃ����9.000 途�����6000 鼎����1-2名 ��r�����15.000 ��B�����12.000 免ﾂﾃ����9,000 唐�����7,000 迭ﾃ����4.000 

3名以上 ��R�����13,000 ��"�����ll,000 ���ﾃ����8,000 途�����6,000 迭ﾃ����3.000 

7名 ��kﾂ�21.000 ��津����17,000 ��Rﾃ����14,000 ��"ﾃ����10,000 唐�����7000 鉄����1-2名 ��ゅ����16,000 ��Rﾃ����13,000 ��"�����10,000 湯ﾃ����7.000 澱ﾃ����4,000 

3名以上 ��b�����14,000 ��2�����12,000 ���ﾃ����9,000 唐ﾃ����6,000 迭ﾃ����4,000 

8名 ��kﾂ�22.000 �#������18.000 ��b�����14.000 ��"�����ll,000 湯ﾃ����7,000 迭�����ー～2名 ��偵����17,000 ��R�����14.000 ��"ﾃ����ll,000 湯�����7,000 澱ﾃ����4,000 

3名以上 ��r�����15,000 ��B�����12,000 免ﾂ�����9,000 唐ﾃ����7,000 迭�����4.000 

9名 ��kﾂ�24.000 �#"ﾃ����20,000 ��ゅ����16.000 ��Bﾃ����12.000 ��������8,000 澱ﾃ����1-2名 �#�ﾃ����19.000 ��rﾃ����15,000 ��Bﾃ����12,000 ���ﾃ����8,000 途ﾃ����5,000 

3名以上 ��偵����17,000 ��Rﾃ����14.000 ��"ﾃ����ll.000 湯�����7,000 澱ﾃ����4.000 

10名 ��kﾂ�25.000 �#"�����20.000 ��ゅ����16,000 ��Bﾃ����12,000 ���ﾃ����8,000 澱�����1-2名 �#"�����20.000 ��ゅ����16,000 ��B�����12.000 免ﾂﾃ����9,000 途�����5.000 

3名以上 �#������18.000 ��bﾃ����15.000 ��2ﾃ����ll.000 ���ﾃ����8,000 澱ﾃ����5,000 

11名 ��kﾂ�27.000 �#Bﾃ����22.000 �#�ﾃ����18,000 ��R�����13,000 免ﾂﾃ����9,000 澱�����1-2名 �#B�����22,000 �#�ﾃ����18,000 ��bﾃ����14,000 ��"ﾃ����10,000 唐ﾃ����6.000 

3名以上 �#������19,000 ��rﾃ����15,000 ��Bﾃ����12.000 ���ﾃ����8,000 途�����5,000 

12名 ��kﾂ�29.000 �#bﾃ����24.000 �#�����ｲ�19,000 ��b�����14,000 ��"�����9.000 途�����1-2名 �#b�����23.000 �#������19.000 ��rﾃ����15.000 ��2ﾃ����10.000 唐�����6,000 

3名以上 �#2�����21,000 ��津����17,000 ��R�����13,000 免ﾂﾃ����9.000 途ﾃ����5,000 

13名 ��kﾂ�30.000 �#rﾃ����25.000 �#"ﾃ����20,000 ��rﾃ����15,000 ��"�����10,000 途ﾃ����1-2名 �#r�����24,000 �#"�����20,000 ��づ����15,000 ��2ﾃ����ll,000 湯ﾃ����6.000 

3名以上 �#B�����22,000 �#�ﾃ����18,000 ��bﾃ����14,000 ��"ﾃ����10,000 唐�����6,000 

14名 ��kﾂ�32.000 �#津����26.000 �#Bﾃ����21,000 ��ゅ����16,000 ��2ﾃ����10,000 唐ﾃ����1-2名 �#ゅ����25.000 �#2ﾃ����21,000 ��づ����16.000 ��Bﾃ����ll,000 湯ﾃ����7.000 

3名以上 �#R�����22,000 �#�ﾃ����18,000 ��bﾃ����14,000 ��"ﾃ����10,000 唐�����6.000 

15名 ��kﾂ�33.000 �3�ﾃ����27,000 �#Bﾃ����22.000 ��津����16,000 ��2�����ll,000 唐ﾃ����1-2名 �#偵����26,000 �#Bﾃ����21.000 ��津����16,000 ��Bﾃ����12,000 湯ﾃ����7.000 

3名以上 �#b�����23,000 �#�ﾃ����19.000 ��rﾃ����15.000 ��2ﾃ����10,000 唐�����6,000 

16名 ��kﾂ�34.000 �3�ﾃ����28.000 �#R�����22.000 ��偵����17,000 ��B�����ll,000 唐�����1-2名 �3������27,000 �#R�����22,000 �#������17,000 ��R�����12.000 ���ﾃ����7.000 

3名以上 �#r�����24,000 �#"ﾃ����20.000 ��づ����15,000 ��2ﾃ����ll.000 湯ﾃ����6,000 

17名 ��kﾂ�36.000 �32ﾃ����30,000 �#rﾃ����24,000 �#�ﾃ����18,000 ��Rﾃ����12,000 湯ﾃ����1-2名 �3"�����29,000 �#bﾃ����24,000 �#�ﾃ����18.000 ��bﾃ����13,000 ���ﾃ����8.000 

3名以上 �#ゅ����25,000 �#2ﾃ����21,000 ��づ����16,000 ��Bﾃ����ll,000 湯�����7,000 

18名 ��kﾂ�37.000 �32ﾃ����30.000 �#r�����24,000 �#������18,000 ��Rﾃ����12,000 湯ﾃ����1-2名 �32�����30,000 �#r�����24.000 �#"ﾃ����19,000 ��bﾃ����13,000 免ﾂﾃ����8,000 

3名以上 �#偵����26,000 �#Bﾃ����21,000 ��津����16,000 ��Bﾃ����12,000 湯ﾃ����7,000 

19名 ��kﾂ�38.000 �3Bﾃ����31,000 �#づ����25.000 �#"ﾃ����19,000 ��Rﾃ����12,000 湯ﾃ����1-2名 �3B�����31,000 �#づ����25,000 �#"ﾃ����19.000 ��rﾃ����14,000 免ﾂﾃ����8,000 

3名以上 �3������27,000 �#Rﾃ����22.000 �#�ﾃ����17,000 ��Rﾃ����12.000 ���ﾃ����7,000 

20名 ��kﾂ�40.000 �3bﾃ����33.000 �3�ﾃ����26,000 �#2ﾃ����20,000 ��b�����13,000 ���ﾃ����1-2名 �3b�����33,000 �3������27,000 �#Bﾃ����21,000 ��づ����15,000 ��"ﾃ����9,000 

3名以上 �3"�����29,000 �#b�����24,000 �#�ﾃ����18,000 ��bﾃ����13.000 ���ﾃ����8,000 

( ｢先行行為補併特約｣付帯時保険料表) ♯前年他社奥約ありの場合のみ連用　　　　　　　　　　　　　　単位:円

保険書集人 の合計人数 僖i.云ｸﾊ��9yﾘ贅�

0名 ��ﾓ)kﾂ�3名以上 

1名 ��"ﾃ����10,000 辻�

2名 ��B�����12,000 辻�

3名 ��Rﾃ����13,000 ��"ﾃ����

4名 ��rﾃ����15,000 ��Bﾃ����

5名 ��づ����16,000 ��Bﾃ����

保険事集人 の合計人数 ��.云ｸﾊ��9yﾘ贅�

0名 ��ﾓ)kﾂ�3名以上 

6名 �#�ﾃ����18.000 ��bﾃ����

7名 �#2ﾃ����20,000 ��づ����

8名 �#B�����21.000 ��津����

9名 �#bﾃ����23.000 �#������

10名 �#rﾃ����24,000 �#"ﾃ����

※中途加入の保険終期は毎年1 0月1日午前0時

となります｡

※保険募集人の合計人数が保険料表記載人数

を超える場合には､別途お問い合わせください｡

※中途加入の場合は保険終期(10月1日)までの

月割計算(1 00円単位切捨て･1.000円単位)

となります｡
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t三重約の前に必ずお読みくf'_声い

専門業務事業者賠償責任保険をご契約いただくお客さまへ

;重要事項等琴甲も

この｢重要事項等説明書｣は､ご契約に際して､特にご確認いただきたい契約概要や注意喚起情報

を記載したものです｡お申込みの前に必ずお読みいただくようお願いします｡本書は､ご契約内

容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｡詳細については､保険約款をご参

照ください｡また､ご不明な点については､弊社までお問い合わせください｡

【商品のしくみ】
この保険は､一般社団法人日本損害保険代理業協会(以下｢日本代協｣としますo)を契約者とし､代協正会員である代理店

およびその役員､従業員を被保険者とする団体契約です｡

【補償内容】
保険金をお支払いする主な事故は次のとおりです｡補償する損害によって､それぞれ保険金の限度額や保険金を支払う場

合の条件がありますo詳細は約款でご確認くださいo

(1 )保険募集人特約

●｢特定保険募集人※｣またはその役員もしくは従業員が保険募集業務に係わる行為に起因して､法律上の賠償責任を

負った場合に保険金をお支払いします｡

●｢特定保険募集人※｣またはその役員もしくは従業員が保険募集業務において､管理している顧客の個人情報を漏え
いしたことにより法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします｡

※ ｢特定保険募集人｣とは､生命保険募集人､損害保険代理店または少額短期保険募集人をいい､特定少額短期保険募

集人は除きますo

(2)受託財物賠償責任補僧特約

保険募集において許容からの受託物を損傷､汚損､紛失したか､または盗難されたことで法律上の賠償責任を負った場

合に保険金をお支払いします｡

(3)施設賭償責任補償特約

保険代理店の事務所など施設の所有､使用､管理等に起因して､法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします｡

(4)個人情報漏えい見舞金費用補償特約

1被害者につき500円を限度として個人情報漏えい事故にかかわる被害者への見舞金を補償します｡この場合､所属保険

会社への漏えい事実の届出および被害者への見舞金支払についての所属保険会社の了解を保険金支払の要件とします｡

(5)先行行為補償特約

他社で同種の保険にご加入していた場合において､初年度保険契約の開始日の1年前の応当日以降の行為に起因する

損害賠償請求を保険の対象とする特約です｡ただし､受託財物賠償責任補償特約､施設賠償責任補償特約または個人情

報漏えい見舞金費用補償特約にはこの特約は適用されません｡

【主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)】

この保険では､主に次に掲げる事由に起因する損害賠償請求については､保険金をお支払いしません｡なお､お支払いでき

ない場合の詳細は約款の｢免責条項｣に記載されておりますので､ご参照ください,

●約定､保証等により加重された責任

●被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます｡)に起因する損害賠償請求

●法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら(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｡)行った行為に起因する損害賠償請求

●所属保険会社の倒産､清算､管財人による財産の管理または金銭債務の不履行に起因する損害賠償請求

●直接であると間接であるとを問わず､戦争(宣戦布告の有無を問いません｡)､変乱､暴動､労働争祷または政治的もしくは

社会的騒じょうに起因する損害賠償請求

●直接であると間接であるとを問わず､地震､噴火､洪水または津波に起因する損害賠償請求

●遡及日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求

●この保険契約における保険期間の開始前に､弊社へ通知された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

●他の被保険者からなされた損害賠償請求

●被保険者(代理店)の親会社または子会社からなされた損害始僧請求

●被保険者が保険業法第276条の登銀を受けていない間に被保険者が行った行為に起因する損害賠償請求

●投資型金融商品の販売､投資に関する助言または金融商品の利率に起因する損害賠償請求



【被保険者の範囲】

以下に記載のすべての方が被保険者となります｡

(1 )代理店(代協正会員)

(2)代理店の役員(過去の役員を含みます｡)

(3)代理店の従業員(過去の従業員を含みます｡従業員には､派遣社員､臨時社員､委託型･委任型使用人を含みます｡)

【保険期間と保険開始日】
この保険の保険期間は1年間です｡実際にご契約いただくお客様の保険期間につきましては､加入者証にてご確認ください｡

(1)この保険の保険開始日について

●本年10月1日が保険開始日となります｡ただし､中途加入のお客様は､加入日の翌月1日が保険開始日となります｡

(2)保険開始日前の保険募集業務行為について

●遡及日以降に行われた保険募集業務行為に起因して保険期間中に損害賠価請求がなされた場合に保険の対象となります｡

●先行行為補償特約を付帯した場合は､初年度保険契約の開始日の1年前の応当日が遡及日となります｡ただし､受託財物賠価

責任補価特約､施設賠価責任補償特約または個人情報漏えい見舞金補価特約にはこの特約は適用されませんので､初年度保

険契約の開始日が遡及日となります｡

【補償の開始時期】

保険責任は保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時(付帯される特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時

刺)に始まります｡保険料は必ず保険期間開始日以前の払込期限内にお支払いください｡保険期間が始まった後であっても､日本代協

または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いできません｡

【引受条件(ご契約金額等) 】

項目 ��ﾔ��7逢｢饐ｸﾊ��ｧ｢�
1事故につき 剳ﾛ険期間中支払限度額嶺こき 

代理店賠借兼任保険金 受託財物保険金 施設賭仰責任保険金 俘x螽+X,C�壓冷�免責金額5万円 (フランチャイズ方式'X.) 俘x螽+X,C8壓冷�

争hA費用保険金 �"ﾃ���iﾈ冷�免棄金額なし 澱ﾃ���iﾈ冷�

個人情報漏えい見舞金 費用保険金 鉄��iﾈ冷�位兀�ｾ�S��苓�ﾃ�Nﾘ･��(,�,(*ｲ��鉄��iﾈ冷�

※フランチャイズ方式とは､損害賠借金額が免責金額(5万円)以上の場合に限り､損害保険金をお支払する方式です｡この場合､

お支払保険金に免責金額はかかりません｡

※※保険期間中の総支払限度額は1 50億円となります｡ (証券共通)

【保険料の払込方法】

(1 )保険料のお支払いは一括払となります｡

(2)本奥約は日本代協を葵約着とする団体契約となります｡保険料は必ず保険期間開始日以前の払込期限内に日本代協にお支払

いください｡

【満期返れい金･契約者配当金】
この保険には満期返れい金･契約者配当金はございません｡

【解約手続きと解約返れい金】
この保険を保険期間(加入期間)の途中で解約(脱退)する場合は日本代協または弊社にご連絡ください｡その場合は葵約時の条件

により､ご契約の保険期間のうち末経過であった期間の保険料を解約返れい金としてお支払いする場合があります｡
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【無効､取消しについて】

(1 )無効:ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって奥約を締結した場合

には､ご契約は無効となり､既に払込いただいた保険料は返還しません｡

(2)取消し:ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合には､ご契約の取消しをさせていただき､既に払

込いただいた保険料は返還しません｡

【重大事由による保険契約の解除について】
ご奥約後に次の事由が生じた場合には､ご奥約を解除し､保険金をお支払いできないことがあります｡

(1 )ご契約者､被保険者が弊社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合(生じさせようとした場合を含みます｡ )

(2)被保険者がこのご契約の保険金の請求について詐欺を行った場合(行おうとした場合を含みます｡ )

(3)ご契約者または被保険者が(1 )および(2)と同程度に弊社のこれらの者に対する信頼を損ない､ご契約の存続を困難とする重大

な事由を生じさせたこと

【告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)】
ご契約者または被保険者になる方は契約上重要な事柄についてありのままを正しく告知していただく義務(告知義務)があります｡

払込取扱票の記載事項が事実と異なっていた場合には､保険金をお支払いできないことがあります｡また､故意または重大な過失に

よって､事実を告知されなかったり､事実と異なることを告知された場合には､ご契約が解除されたり､保険金をお支払いできないことが

あります｡ご契約に際して､今一度お確かめください｡

【免責金額】

代理店賠償責任保険金､受託財物保険金､施設賠償責任保険金には1事故につき5万円の免責金額(フランチャイズ方式)が設

定されています｡争訟費用保険金､個人情報漏えい見舞金費用保険金は免責金額がありません｡

【お客様から損害賠償請求された場合にご注意いただきたいこと】

(1 )事故が発生した場合､ただちに所属保険会社に連絡し対応をご相談ください｡同時に弊社に事故報告書をご提出ください｡なお､

所属保険会社の対応もご連絡願います｡

(2)保険金ご請求の手続き

事故のご通知をいただいた場合には､弊社より保険金ご請求についてのご案内をいたしますので､保険金請求書･弊社が定める

事故朝告書をご提出ください｡

(3)必ずご相談ください｡

損害賠償責任の全部または一部を認めようとする場合は事前に必ず弊社にご連絡ください｡

【保険金のお支払い時期】
弊社はお客様から､保険金をお支払いするために必要な全ての書類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

お支払いするための必要な確認を終え､保険金をお支払いしますoただし､特別な照会または調査が不可欠な場合には､牛社は別に

定める期日までに保険金をお支払いします｡ (詳しくは弊社までお問い合わせください｡ )

【保険金請求権の時効】

保険金の請求は､保険事故により損害が発生した日の翌日から起算して3年を超えると時効となり､請求権が無くなりますo

【先取特権(損害賠償保険金のお支払いにあたって)】

被保険者から損害賠価保険金を受け取るべき方は､他の債務者に優先して､保険金の支払いを受ける権利があります｡また､原則と

してこの保険金請求権の譲渡･質権設定･差押えはできません｡詳しくは弊社までお問い合わせください｡



【保険会社破綻時の取扱い】

保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合には､保険金や解約返れい金の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∩

引受保険会社の経営が破綻した場合に備えた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｣があります｡専

門業務事業者賠償責任保険のご契約については､同機構によって､事故に関する保険金や解約返れい金が､下記の割合に

よって補偶■されます｡

｢　　　　　-

J

書専門

ご契約の種類

業務事業者賠償責任保険

保険金支払い

破綻後3ケ月間は､保険金を全額支払(補価割合1 00%)

3ケ月経過後は､補借割合80%

解約返れい金

補作割合80%

※ご契約者が､個人･小規模法人である場合に補償の対象となります｡

本制度の具体的な内容については弊社ホームページ(http://www.ace-insurance.co.jp)をご覧いただくか､弊社までお問い合わせ

ください｡

【｢お客さまに関する情報の取扱い｣について】

弊社は､保険契約申込書等から得たお客様に関する情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得し

た医療情報等のセンシティブ情報を含みます｡)の取扱いについて以下の通りとさせていただきますoなお､詳細について

は､弊社ホームページ(http://www.ace-insurance.co.jp)をご覧ください｡

(1)主な利用目的について

1.弊社または弊社のブル-プ会社が取り摘う損害保険の案内､募集および販売

2.上記1に付帯､関連するサービスまたは各種イベント等の案内､提供および管理

3.損害保険契約の引受審査､引受､履行および管理

4.適正な保険金･給付金の支払

5.新たな商品･サービス開発､問い合わせ･依頼等への対応

6.その他､お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務

(2)第三者への情報提供について
･法令に基づく場合

･弊社の業務遂行上必要な範囲内で､代理店を含む委託先に提供する喝合

･弊社のグループ会社､損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合

【保険会社等へのお問い合わせ､苦情等の連絡先窓口】

●商品に関する連絡窓口

引受保険会社:エース損害保険株式会社

〒153-0064　東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー

受付時間二土日､休日､年末年始等を除く午前9時30分～午後5時

(担当) TEL : 03-5740-0846　FAX : 03-5740-061 1

●保険会社への苦情･要望等の連絡窓口

弊社への苦情･要望等は下記にご連絡ください｡

お客様相談室: 0120-550-385 (受付晴間:土日､休日､年末年始を除く午前9時～午後5時)

●お客様と弊社との間で問題を解決できない場合

弊社は､法律で定められた指定紛争解決機構である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています｡弊社

との間で問題を解決できない場合には､解決の申立てを行うことができます｡

お問い合わせ先:一般社団法人保険オンブズマン

お電話: 03-5425-7963

受付時間: 9:00- 17:00 (12:00- 13:00を除く)

※土･日､祝日など本法人の休業日を除きます｡

所在地: 〒105-0001東京都港区虎ノ門3-20-4鈴木ビル7F

L1310780


