
２０２１年度   

 
 
 

〔保険期間（ご契約期間）：２０２１年８月１日午後４時から２０２２年８月１日午後４時までの１年間〕 

 
 
 

※中途加入につきましては裏表紙をご覧ください。 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お申込み方法 

加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、所属の支部、組合事務所まで、掛金を添えてお申込みください。  

※複数店舗の場合は、必ず店舗ごとにお申込みください。  

 
も く じ 

 ■充実した補償内容をご希望の方は・・・ワイドプラン Ｐ１  
 ■スリムな補償内容でリーズナブルな保険料をご希望の方は・・・エコノミープラン Ｐ７  
 ・ オプション  食中毒が発生してしまった際の利益損失を補償されたい方は・・・休業補償 Ｐ９  
 ■物損害・賠償・休業リスクをまとめて補償する総合型共済・・・おみせのマスター Ｐ１１  
 ■重要事項等説明書  Ｐ１９      

 

■本共済の加入資格者(加入対象者)および記名被保険者(保険の補償を受けられる方で加入依頼書の記名被保険者欄に記載される方)は全飲連の組合員にか
ぎります。 

■全飲連新総合賠償共済制度とは全飲連が引受保険会社である損保ジャパンと提携して運営する「賠償責任保険」「事業活動総合保険『ビジネスマスター・プラ
ス』」です。 

 
 

 厚生労働省認可団体 全国飲食業生活衛生同業組合連合会  

 

[★おみせのマスター改定のポイント] 

・クレーム専門相談窓口（クレームコンシェル）によるクレーム解決

サポートサービスの提供開始 

・賠償ユニットの自己負担額 1,000 円の廃止 

・全体的な保険料率の引きあげ 

ワイドプランＳ１型～Ｓ３型と 

とおみせのマスターは 

標準営業約款 
「Ｓマーク」対応！ 

（賠償責任保険＋事業活動総合保険「ビジネスマスター・プラス」） 

【加入申込締切日】 
２０２１年７月２０日（火）全飲連必着 
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充実した補償内容のプランをご希望の方は・・・ 
 
 
 
 
【保険の補償を受けられる方（被保険者）の範囲】 

  ①貴店（記名被保険者）、②貴店の役員・使用人、③貴店の下請負人、④貴店の下請負人の役員・使用人 

    ※②③④は、貴店の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象（被保険者）となります。 
    ※使用人にはアルバイトを含みます。 
    ※受託物賠償事故の保険の補償を受けられる方（被保険者）は①②のみとなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ１型～Ｓ３型は… 

標準営業約款 

「Ｓマーク」対応！ 

ワイドプランの補償範囲 

食中毒賠償事故 

～生産物賠償事故（身体賠償）～ 

貴店が製造・販売した飲食物が原因で、

お客さまなどの第三者へ身体の障害が

発生した場合に、貴店が法律上の賠償責

任を負担することによって被る損害を

補償します。 

施設・昇降機賠償事故 

貴店が所有、使用または管理する施設（昇降

機を含みます。）や貴店の営業活動が原因で、

お客さまなどの第三者にケガをさせたり、お

客さまなどの第三者の財物をこわしたりした

ために法律上の損害賠償責任を負担される場

合に被る損害に対して、保険金をお支払いし

ます。 

エコノミープランの補償範囲 

受託物賠償事故 

店舗内でお預かりしたお客さまなどの第三者

の財物をこわしたり、盗まれたことにより、

その財物の所有者に対して法律上の損害賠償

責任を負担される場合に被る損害に対して、

保険金をお支払いします。 

○ お客さまからお預かりしたコートが従

業員の不注意により何者かに盗まれ

た。 

人格権侵害・宣伝障害 

プライバシーの侵害などに起因する慰謝料な

どに対して保険金をお支払いします。 

（日本国内のみ） 

（賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、生産物特約条項、施設所有管理者
特約条項、昇降機特約条項、受託者特約条項 他） 

＜事故例＞ 

○ 提供した飲食物が腐敗していたため
に、お客さまが食中毒になった。 

○ 販売した飲食物に誤って金属片が混
ざってしまい、お客さまが口の中をケ
ガした。 

○ ウェイトレスが料理を落としてお客さ

まにやけどを負わせた。 

○ 調理場から出火し、火災によりお客さ

まがケガをした。 

＜事故例＞ 

＜事故例＞ 

＜事故例＞ 

○お客さまを無銭飲食者と間違えて

しまった。 

生産物賠償事故（財物賠償） 

貴店が製造・販売した食品等により、第三者の財物の損壊が発生した場合に、貴店が法律上の

賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 
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生産物賠償事故（財物賠償） 施設・昇降機賠償事故

受託物賠償事故 人格権侵害・宣伝障害

ワイドプランの補償範囲

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生

した場合に臨時に必要とした費用をお支払いします。 

※被害者１名（法人の場合は１法人）につき、対人見舞費用２万円（死亡は１０万円）、対物臨時費用２万円、保険期 
間中１，０００ 万円を限度とします。なお、受託物賠償補償につきましては、お支払いの対象外となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

店舗内でお客さまが偶然な事故によりケガを

した場合、貴店の法律上の損害賠償責任の有無

にかかわらず支出した医療費用または葬祭費

用をお支払いします。 

※被害者１名（法人の場合は１法人）につき、５０万円を限度、保険期間中１，０００万円を限度とします。 
なお、受託物賠償補償につきましては、お支払いの対象外となります。 

飲食物自体の損害 

提供した飲食物による第三者の身体の障害や財物の損壊が発生し、貴店に保険金が支払われる場合、

その原因となった飲食物（事故製品）自体に関わる損害を補償します。 

物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害 

食中毒賠償補償および施設・昇降機賠償補償で 

対象となる急激かつ偶然な事故が生じ、第三者 

の財物に対して物理的損傷を伴わない使用不能 

損害が発生したことによって、貴店が法律上の 

賠償責任を負担することによって被る損害を補 

償します。 

※１事故１，０００万円（食中毒賠償補償の場合は保険期間中の限度も同額となります。）を限度とします。 

 

被害者対応費用 

＜事故例＞ 

○ 店内で爆発事故を発生させた際、
隣接店舗には損壊を与えなかった
ものの、その店舗の入口付近も立
入禁止区域となったため、休業さ
せることになった。 

○ 店内の階段でお客さまが転ん
で 

 

＜事故例＞ 第三者医療費用 

※保険期間中１，０００万円を限度とします。 

生産物賠償事故、施設・昇降機賠償事故または受託物賠償事故で補償の対象となるような損害賠償請

求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを貴店が知った場合におい

て、貴店がその対処のために支出した費用（文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・

通信費など）を補償します。 

※保険期間中１，０００万円を限度とします。 

事故対応特別費用 
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保険金額お支払い限度額（W型の場合）

年間掛金
年間売上高

※消費税を含みます。
5,000万円
� 以下

5,000万円超
� 1億円以下

1億円超
�1.5 億円以下

1.5 億円超
� �2 億円以下

2億円超
�2.5 億円以下

2.5 億円超
� 3億円以下

年間掛金 ５，５００円 １２，２００円 ２０，６００円 ２５，７００円 ３０，８００円 ３５，９００円

（W型の場合） （保険期間１年、一括払）

※上記掛金は、年間保険料と制度運営費（500円）の合計です。

食中毒賠償事故
身体賠償・財物賠償共通
１事故・保険期間中
５，０００万円

施設・昇降機
賠償事故

身体賠償・財物賠償共通　１事故
５，０００万円

受託物賠償事故
身体賠償・財物賠償共通
１事故・保険期間中
１００万円

人格権侵害・
宣伝障害
１名につき
１００万円

食中毒賠償事故
～生産物賠償事故（身体賠償）～

エコノミープラン

被害者対応費用 事故対応特別費用 第三者医療費用

飲食物自体の損害 物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害

○提供した飲食物が腐敗していたために、お客様が食中毒になった。
○販売していた飲食物に誤って金属片が混ざってしまい、お客様が口の中をケガした。
○ウエイトレスが料理を落としてお客様にやけどを負わせた。

＜事故例＞

～毎月１日をご契約開始日（保険始期）として、中途加入の受付をしています～

喪失利益・売上高減少防止費用
食中毒や特定の感染症が発生したことにより、営業が休止または阻害されたために生じた貴店の損失に対
し、お支払限度期間（10日、1か月、2か月）を限度に、かつ保険金額を限度に保険金をお支払いします。
施設の消毒、隔離その他の処理に要する費用（新型コロナウイルス感染症の場合に限ります。）
新型コロナウイルス感染症が原因で保健所その他の行政機関から施設の消毒・隔離、その他の処置の指示・
命令があった場合に、定額で20万円お支払いします。
※5月1日時点での内容となり、今後変更となる可能性がございます。

休業補償
オプション

（日本国内のみ）
（賠償責任保険普通保険約款、
賠償責任保険追加条項、食中毒・
感染症利益担保特約条項他）

商品パンフレットは
こちらの二次元コードより
アクセスしてください。
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充実した補償内容のプランをご希望の方は・・・ 
 
 
 
 
【保険の補償を受けられる方（被保険者）の範囲】 

  ①貴店（記名被保険者）、②貴店の役員・使用人、③貴店の下請負人、④貴店の下請負人の役員・使用人 

    ※②③④は、貴店の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象（被保険者）となります。 
    ※使用人にはアルバイトを含みます。 
    ※受託物賠償事故の保険の補償を受けられる方（被保険者）は①②のみとなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ１型～Ｓ３型は… 

標準営業約款 

「Ｓマーク」対応！ 

ワイドプランの補償範囲 

食中毒賠償事故 

～生産物賠償事故（身体賠償）～ 

貴店が製造・販売した飲食物が原因で、

お客さまなどの第三者へ身体の障害が

発生した場合に、貴店が法律上の賠償責

任を負担することによって被る損害を

補償します。 

施設・昇降機賠償事故 

貴店が所有、使用または管理する施設（昇降

機を含みます。）や貴店の営業活動が原因で、

お客さまなどの第三者にケガをさせたり、お

客さまなどの第三者の財物をこわしたりした

ために法律上の損害賠償責任を負担される場

合に被る損害に対して、保険金をお支払いし

ます。 

エコノミープランの補償範囲 

受託物賠償事故 

店舗内でお預かりしたお客さまなどの第三者

の財物をこわしたり、盗まれたことにより、

その財物の所有者に対して法律上の損害賠償

責任を負担される場合に被る損害に対して、

保険金をお支払いします。 

○ お客さまからお預かりしたコートが従

業員の不注意により何者かに盗まれ

た。 

人格権侵害・宣伝障害 

プライバシーの侵害などに起因する慰謝料な

どに対して保険金をお支払いします。 

（日本国内のみ） 

（賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、生産物特約条項、施設所有管理者
特約条項、昇降機特約条項、受託者特約条項 他） 

＜事故例＞ 

○ 提供した飲食物が腐敗していたため
に、お客さまが食中毒になった。 

○ 販売した飲食物に誤って金属片が混
ざってしまい、お客さまが口の中をケ
ガした。 

○ ウェイトレスが料理を落としてお客さ

まにやけどを負わせた。 

○ 調理場から出火し、火災によりお客さ

まがケガをした。 

＜事故例＞ 

＜事故例＞ 

＜事故例＞ 

○お客さまを無銭飲食者と間違えて

しまった。 

生産物賠償事故（財物賠償） 

貴店が製造・販売した食品等により、第三者の財物の損壊が発生した場合に、貴店が法律上の

賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 
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（賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、生産物特約条項、
施設所有管理者特約条項、昇降機特約条項、受託者特約条項 他）

※全国飲食業生活衛生同業組合連合会HP
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物損害・賠償・休業リスクをまとめて補償！ 
 
 
 

※このおみせのマスターにご加入いただく場合は、ワイドプラン・エコノミープラン・[オプション]休業補償にご加入いただくこと
はできませんのでご注意ください。 

【被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲】  
物損害ユニット…貴店、休業ユニット…貴店 
賠償ユニット…①貴店、②貴店の役員・使用人、③貴店の下請負人、④貴店の下請負人の役員、使用人 
※②③④は、貴店の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象（被保険者）となります。また、使用人にはアルバイトを含みます。  

 

 

 

 
●貴店所有の業務用の動産をまとめて補償!! 
●保険金のお支払いは再調達価額基準でお支払い!! 
  損害が発生した地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに要する額を基準として

お支払いします。ただし、保険の対象が商品･製品等＊２または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合は、
時価（損害が発生した地および時における保険の対象の価額）が基準となります。 

●業務用の現金の盗難についても１事故につき１００万円まで補償!! 
 
 保険の対象   
貴店所有の設備・什器

じゅうき

等＊１や商品･製品等＊２が下記の場所（状態）にある場合に保険の対象となります。 

対象敷地内＊３ 
輸送中 一時持ち出し中 

対象敷地内に設置されている 

自動販売機、看板 店舗建物内 野積み 

＊１ 設備、装置、機械、器具、工具、什器
じゅうき

または備品をいいます。（以下同じです。） 
＊２ 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。（以下同じです。） 
＊３ 指定した店舗が所在する敷地内をいいます。（以下同じです。） 
 
 補償内容   
※対象物件の種類・場所（上記「保険の対象」ご参照）によって補償対象となる事故種類が異なります。詳しくはＰ１５をご覧ください。 

① 火災、落雷、破裂･爆発 

② 風災・雹
ひょう

災
さ い

・雪災 
③ 建物の外部からの物体の衝突、飛来など 
④ 給排水設備に生じた事故による 水

み ず

濡
ぬ

れなど 
⑤ 騒擾、労働争議など 
⑥ 盗難 
⑦ 水災 
⑧ 電気的事故・機械的事故 
⑨ その他不測かつ突発的な事故 
⑩ 業務用現金などの盗難（１事故につき１００万円限度） 

〔事故例〕 

○事務所で火災が発生し、什器
じゅうき

が焼失した。 

○給水管が破損し、商品が 水
み ず

濡
ぬ

れした。 

○大雨による洪水で事務所が水浸しとなった。 

○事務所の金庫に保管していた現金が盗まれた。 

（１事故につき１００万円限度） 

 ※⑦から⑨までの損害については自己負担額（１万円）を差し引いてお支払いします。  
 
 
 
 

●貴店所有の設備･什器
じ ゅ う き

等や商品･製品等が損害を受けた結果、貴店の営業が休止、阻害されたために生じる損失を補償!! 

●事故後の復旧期間内に営業を継続するために必要となる代替の設備、什器
じ ゅ う き

などの賃貸費用などを補償!! 

●食中毒や特定感染症による損失を補償!! 
 
 対象物件   
下記Ａ～Ｆの対象物件に損害が発生した結果、貴社の営業が休止または阻害されたために生じた損失などに対して保険金をお支払いします。 

Ａ ご契約いただく事業所の設備･什器
じゅうき

等や商品･製品等 Ｄ 対象敷地内＊に隣接するアーケードまたはアーケードに面する建物など 

Ｂ 指定した事業所 Ｅ 対象敷地内＊へ通じる袋小路およびそれに面する建物など 

Ｃ 対象敷地内＊にあるＡ以外の財物 Ｆ 事業所に製品を供給する者などが日本国内で占有する財物 
  
 
 補償内容   
※対象物件の種類・場所（前記「対象物件」ご参照）によって補償対象となる事故種類が異なります。詳しくはＰ１６をご覧ください。 
①対象物件に損害が発生した結果生じた休業損失など 

● 火災、落雷、破裂･爆発  ● 風災・雹
ひょう

災
さい

・雪災 
● 建物の外部からの物体の衝突、飛来など 

● 給排水設備に生じた事故による 水
み ず

濡
ぬ

れなど 
● 盗難  ● 水災 
● 電気的事故・機械的事故  ● その他不測かつ突発的な事故 

〔事故例〕 

○事務所で火災が発生し、什器
じゅうき

が焼失した。 

○お店に車が突っ込みこわされた。 

○大雨による洪水で事務所が水浸しとなった。 

②次の事由が発生した結果生じた休業損失など 

提供した食品が原因で食中毒が発生し、営業を

一部休止し、利益が減少した。 
事故により電気の供給が中断し、営業を一部休止した。 

  

保険金額 

１，０００万円 
〔復旧期間１２か月限度〕 

標準営業約款 

「Ｓマーク」対応！ 

事業所限定方式 
保険金額 

１，０００万円 
※お支払いする保険金の内容、保険金をお支払いできない主な場合など、詳細はＰ１５をご覧ください。 

※お支払いする保険金の内容、保険金をお支払いできない主な場合など、詳細はＰ１６をご覧ください。 

（事業活動総合保険「ビジネスマスター・プラス」事業所限定方式） 

事業所限定方式 

＊指定した事務所が所在する敷地内をいいます。 
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はできませんのでご注意ください。 
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賠償ユニット…①貴店、②貴店の役員・使用人、③貴店の下請負人、④貴店の下請負人の役員、使用人 
※②③④は、貴店の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象（被保険者）となります。また、使用人にはアルバイトを含みます。  
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● 電気的事故・機械的事故  ● その他不測かつ突発的な事故 

〔事故例〕 

○事務所で火災が発生し、什器
じゅうき

が焼失した。 

○お店に車が突っ込みこわされた。 

○大雨による洪水で事務所が水浸しとなった。 

②次の事由が発生した結果生じた休業損失など 

提供した食品が原因で食中毒が発生し、営業を

一部休止し、利益が減少した。 
事故により電気の供給が中断し、営業を一部休止した。 

  

保険金額 

１，０００万円 
〔復旧期間１２か月限度〕 

標準営業約款 

「Ｓマーク」対応！ 

事業所限定方式 
保険金額 

１，０００万円 
※お支払いする保険金の内容、保険金をお支払いできない主な場合など、詳細はＰ１５をご覧ください。 
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【被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲】
物損害ユニット…貴店、休業ユニット…貴店
賠償ユニット…①貴店、②貴店の役員・使用人、③貴店の下請負人、
　　　　　　　④貴店の下請負人の役員、使用人
※②③④は、貴店の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象（被保険者）となります。
　また、使用人にはアルバイトを含みます。
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●貴店所有の業務用の動産をまとめて補償 !!
●保険金のお支払いは再調達価額基準でお支払い !!
●業務用の現金の盗難についても１事故につき１００万円まで補償 !!
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物損害・賠償・休業リスクをまとめて補償！ 
 
 
 

※このおみせのマスターにご加入いただく場合は、ワイドプラン・エコノミープラン・[オプション]休業補償にご加入いただくこと
はできませんのでご注意ください。 

【被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲】  
物損害ユニット…貴店、休業ユニット…貴店 
賠償ユニット…①貴店、②貴店の役員・使用人、③貴店の下請負人、④貴店の下請負人の役員、使用人 
※②③④は、貴店の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象（被保険者）となります。また、使用人にはアルバイトを含みます。  

 

 

 

 
●貴店所有の業務用の動産をまとめて補償!! 
●保険金のお支払いは再調達価額基準でお支払い!! 
  損害が発生した地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに要する額を基準として

お支払いします。ただし、保険の対象が商品･製品等＊２または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合は、
時価（損害が発生した地および時における保険の対象の価額）が基準となります。 

●業務用の現金の盗難についても１事故につき１００万円まで補償!! 
 
 保険の対象   
貴店所有の設備・什器

じゅうき

等＊１や商品･製品等＊２が下記の場所（状態）にある場合に保険の対象となります。 

対象敷地内＊３ 
輸送中 一時持ち出し中 

対象敷地内に設置されている 

自動販売機、看板 店舗建物内 野積み 

＊１ 設備、装置、機械、器具、工具、什器
じゅうき

または備品をいいます。（以下同じです。） 
＊２ 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。（以下同じです。） 
＊３ 指定した店舗が所在する敷地内をいいます。（以下同じです。） 
 
 補償内容   
※対象物件の種類・場所（上記「保険の対象」ご参照）によって補償対象となる事故種類が異なります。詳しくはＰ１５をご覧ください。 

① 火災、落雷、破裂･爆発 

② 風災・雹
ひょう

災
さ い

・雪災 
③ 建物の外部からの物体の衝突、飛来など 
④ 給排水設備に生じた事故による 水

み ず

濡
ぬ

れなど 
⑤ 騒擾、労働争議など 
⑥ 盗難 
⑦ 水災 
⑧ 電気的事故・機械的事故 
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〔事故例〕 

○事務所で火災が発生し、什器
じゅうき

が焼失した。 

○給水管が破損し、商品が 水
み ず

濡
ぬ

れした。 

○大雨による洪水で事務所が水浸しとなった。 

○事務所の金庫に保管していた現金が盗まれた。 

（１事故につき１００万円限度） 

 ※⑦から⑨までの損害については自己負担額（１万円）を差し引いてお支払いします。  
 
 
 
 

●貴店所有の設備･什器
じ ゅ う き

等や商品･製品等が損害を受けた結果、貴店の営業が休止、阻害されたために生じる損失を補償!! 

●事故後の復旧期間内に営業を継続するために必要となる代替の設備、什器
じ ゅ う き

などの賃貸費用などを補償!! 

●食中毒や特定感染症による損失を補償!! 
 
 対象物件   
下記Ａ～Ｆの対象物件に損害が発生した結果、貴社の営業が休止または阻害されたために生じた損失などに対して保険金をお支払いします。 
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 補償内容   
※対象物件の種類・場所（前記「対象物件」ご参照）によって補償対象となる事故種類が異なります。詳しくはＰ１６をご覧ください。 
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● 火災、落雷、破裂･爆発  ● 風災・雹
ひょう

災
さい

・雪災 
● 建物の外部からの物体の衝突、飛来など 

● 給排水設備に生じた事故による 水
み ず

濡
ぬ

れなど 
● 盗難  ● 水災 
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じゅうき
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提供した食品が原因で食中毒が発生し、営業を

一部休止し、利益が減少した。 
事故により電気の供給が中断し、営業を一部休止した。 

  

保険金額 

１，０００万円 
〔復旧期間１２か月限度〕 

標準営業約款 

「Ｓマーク」対応！ 

事業所限定方式 
保険金額 

１，０００万円 
※お支払いする保険金の内容、保険金をお支払いできない主な場合など、詳細はＰ１５をご覧ください。 

※お支払いする保険金の内容、保険金をお支払いできない主な場合など、詳細はＰ１６をご覧ください。 

（事業活動総合保険「ビジネスマスター・プラス」事業所限定方式） 

事業所限定方式 

＊指定した事務所が所在する敷地内をいいます。 
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●貴店所有の設備 ･什
じゅうき

器等や商品 ･製品等が損害を受けた結果、貴店の営業が休止、阻害されたために生じる損失を補償 !!
●事故後の復旧期間内に営業を継続するために必要となる代替の設備、什

じゅうき

器などの賃貸費用などを補償 !!
●食中毒や特定感染症による損失を補償 !!
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●日 

本国内で発生した、貴社の事業活動に伴う偶然な賠償責任を補償!! 

●借用建物の損壊に伴う賠償責任のほか、賃貸借契約に基づき借用建物を修理した場合の費用も補償!! 

●賠償責任の解決のためのさまざまな費用も補償!! 

●次の損害についての賠償責任も補償!! 

●人格権侵害・宣伝障害 
●貴店製品が原因で納入先にて不良品ができあがってしまったことについての損害（不良完成品） 
●見舞費用 
●損傷のない財物の使用不能損害、損傷した受託物などの使用不能損害 
●製造物など、それ自体の損害（他の財物の損害の原因となった場合） 
●加工などを目的として受託した財物（作業受託物）・レンタル品（賃借物）などの損壊 

 
 
 補償範囲   
●日本国内で発生した貴店の次の業務上の偶然な事故による身体の障害＊１･財物の損壊＊２に起因する法律上の損害賠

償責任を補償します。 
＊１ 人のケガや病気をいいます｡これらによって亡くなられた場合を含みます｡ 
＊２ 財物の滅失､損傷または汚損をいいます｡受託物危険･受託自動車危険については紛失､盗取および詐取を含みます｡また､これらに起因するその

財物が使用できないことによる被害をいいます｡ 

指定した事業所における施設･業務遂行危険 指定した事業所の業務にかかる受託物危険 

指定した製造物(作業の結果)における製造物･完成作
業危険 

指定した事業所が賃貸の場合の受託不動産危険 

●日本国内で発生した貴店の指定した事業所の業務上の行為による人格権侵害･宣伝障害に起因する法律上の損害賠

償責任を補償します。 
 
 保険金をお支払いする例   

施設危険 業務遂行危険 製造物危険 受託物危険 

    

フロアのタイルがはがれているのに気づ
かず、来訪者がつまずいてケガをされた。 

お客さまに出すお茶をこぼし、
ヤケドを負わせてしまった。 

提供した飲食物が腐っていたため
に、お客さまが食中毒になった。 

お客さまからお預かりした
コートを盗まれた。 

受託不動産危険 損傷のない財物の使用不能損害 人格権侵害 

   

火災により借りている建物に損
害が生じた。 

爆発により看板が隣接する鉄道線路敷地内に落下したため、電車
の運行ができなくなり鉄道会社の営業収益が減少した。 お客さまを万引犯と間違えてしまった。 

   
 

保険金額 

１億円 
[NEW!]（自己負担額なし）[NEW!] 

※お支払いする保険金の内容、保険金をお支払いできない主な場合など、詳細はＰ１７をご覧ください。 

事業所限定方式 

※上記のほか、「生産物自体の損害」「作業の結果自体の損害」についても補償の対象となります。 

 

クレーム等対応費用補償特約 

 

業務に関連するクレーム行為および使用人の信用毀損等の行為によって、貴社が事故を解

決するためにクレームコンシェルの承認を得て負担する弁護士費用をお支払いする特約で

す。ただし、当社が認めた弁護士費用にかぎります。（1事故につき 70 万円、保険期間を通

じて 140万円が限度となります。） 

※クレームコンシェルによるクレーム解決サポートサービスも提供します。 
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●加工などを目的として受託した財物（作業受託物）・レンタル品（賃借物）などの損壊
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クレーム等対応費用補償特約
業務に関連するクレーム行為および使用人の信用毀損等の行為によって、貴
社が事故を解決するためにクレームコンシェルの承認を得て負担する弁護士
費用をお支払いする特約です。ただし、当社が認めた弁護士費用にかぎります。
（1事故につき70万円、保険期間を通じて140万円が限度となります。）
※クレームコンシェルによるクレーム解決サポートサービスも提供します。
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[NEW!]（自己負担額なし）[NEW!] 

※お支払いする保険金の内容、保険金をお支払いできない主な場合など、詳細はＰ１７をご覧ください。 

事業所限定方式 

※上記のほか、「生産物自体の損害」「作業の結果自体の損害」についても補償の対象となります。 

 

クレーム等対応費用補償特約 

 

業務に関連するクレーム行為および使用人の信用毀損等の行為によって、貴社が事故を解

決するためにクレームコンシェルの承認を得て負担する弁護士費用をお支払いする特約で

す。ただし、当社が認めた弁護士費用にかぎります。（1事故につき 70 万円、保険期間を通

じて 140万円が限度となります。） 

※クレームコンシェルによるクレーム解決サポートサービスも提供します。 
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※おみせのマスターにご加入いただく場合は、ワイドプラン・エコノミープランにご加入いただくことはできませんのでご注意ください。

年間保険料表
年間売上高

※消費税を含みます。
年間保険料

イレストラン、食堂、居酒屋、喫茶店 ロ仕出、弁当、給食、惣菜小売 ハスナック、バー、キャバレー

200万円未満 　２１，７９０円 　１７，３１０円 　３３，２９０円

〜 〜 〜 〜

9,900万円以上1億円未満 ２３８，５９０円 ２８０，０６０円 ５９５，７４０円

（下記保険料は制度運営費の対象外です。） （保険期間１年、一括払）

このチラシは概要のご説明になります。ご不明な点や詳細については、取扱代理店または引受保険会社までお問合せください。

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加入者証は大切に保管してください。再発行のご依頼につきましては、全飲連までお問い合わせください。 
 

 

⑦ 質権が設定されている場合に、保険金請求に必要な書類  承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書 等  

⑧ 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための資料 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書  等  

本制度の内容に関するご照会および事故発生に関するご相談は・・・ 

＜団体保険契約者＞※県本部経由で報告ください。 

全国飲食業生活衛生同業組合連合会 
〒１０５－０００４ 東京都港区新橋６－８－２ 全国生衛会館５階 
ＴＥＬ.０３－５４０２－８６３０   ＦＡＸ.０３－５４０２－８６２９ 
受付時間：平日の１０：００～１７：００（土日、祝日、年末年始を除きます。） 

＜取扱代理店＞ 

丸紅セーフネット株式会社 
〒１０２－００８４ 東京都千代田区二番町３番地 麹町スクエア３階 
ＴＥＬ.０３－５２１０－１９１４（担当：秋元）   ＦＡＸ.０３－５２１０－２９１５  メールアドレス.akimoto-y@m-inc.co.jp 
受付時間：平日の９：１５～１７：００（土日、祝日、１２／２９～１／３を除きます。） 
＜引受保険会社＞  

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部第二課 
〒１６０－８３３８ 東京都新宿区西新宿１－２６－１ 
ＴＥＬ.０３－３３４９－５１３７  
受付時間：平日の９：００～１７：００（土日、祝日、１２／３１～１／３を除きます。） 

 

0120-727-110 
＜受付時間＞ 
平日/午後５時～翌日午前９時 土日祝日（12 月 31 日～1 月 3 日を含みます｡)/24 時間 
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。  
 

■事故が起こった場合 

 
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記 
事故サポートセンターへご連絡ください。 

【窓口：事故サポートセンター】 

 

●指定紛争解決機関 
  損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約 

を締結しています。 
損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 

  一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 

   〔ナビダイヤル〕0570−022808〈通話料有料〉  

   受付時間：平日の午前９時15分〜午後５時 （土・日・祝日・年末年始は休業） 
  詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（https://www.sonpo.or.jp/） 
 
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。 
 必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト（https://wwww.sompo-japan.co.jp/）でご参照ください（ご契約内容が

異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。）。ご不明等がある場合には、取扱代理店または損保
ジャパンまでお問い合わせください。 

●ご契約者と被保険者（保険の補償を受けられる方）が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。 

 

（※１）損害とは各ユニットで保険金のお支払い対象となる損害、損失または費用のことをいいます。 
（※２）保険金は、原則として被保険者から相手の方への賠償金を支払った後にお支払いします。 
（注）事故の内容および損害の額等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。 

（４）（３）の書類をご提出いただいた日からその日を含めて３０日以内に、損保ジャパンが保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金
をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を
通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。 

 

 

SJ21-00224 2021 年 4 月 7 日作成 

万一事故が発生したときは、ただちに取扱代理店または事故サポートセンターまでご連絡ください。損保ジャパンより事
故の対応についてご連絡いたします。なお、ただちにご報告いただけない場合は、保険金を削減してお支払いする場合が
ありますのでご注意ください。 
※ 被害者からの損害賠償請求を損保ジャパンの承認なしに示談された場合には保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。 
※ 取扱代理店および損保ジャパンは事故解決のためのお手伝いはしますが、示談交渉をお引き受けすること(示談代行)はできませんのでご了承くださ

い。 

◎保険金請求権につきましては時効（３年）がありますので、ご注意ください。 

 
 

 毎月１日をご契約開始日（保険始期）として中途加入することができます。お申込方法や掛金の払込期日などに
つきましては、全国飲食業生活衛生同業組合連合会または各県本部までお問い合わせください。 
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借家人賠償
も対象
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