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 はじめに 

 
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は当社業務に関し、格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。 
 
さて、近年、飲料・食料品等への異物混入事故が数多く報道されています。製品の
汚染が人命に関わる事故に発展するおそれの高い、飲料・食料品等の製造・販売業
者さまが、その製品の安全管理に大きな責任を課せられることも多く、このような
事故、事件が発生した場合には、回収費用・在庫廃棄費用等の費用損害が、貴社の
経営に大きな影響を及ぼしかねないものと推察いたします。 
今般当社では、貴社の総合的なリスクマネジメントの一環として、製品回収費用を
はじめ貴社が被るリスクを補償する生産物品質保険のセット型プラン「標準契約プ
ラン」をご提案申し上げます。 
 
ご検討のうえ、是非ともご採用賜りますようお願い申し上げます。                                                    

                                            
敬具 

 

お願い 
この保険は特殊なリスクを補償するものであり、この保険の存在が明らかになれば犯罪を誘
発するおそれがあります。このため、貴社におかれましても、この保険の存在・この提案書
の内容について担当部署限りの取扱いとしていただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

 ＊この提案書は生産物品質保険（標準契約プラン）のあらましです。詳細につきましては、普通保険約款・特約でご確認ください。 
  ご不明の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。 
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１. 製品事故と企業リスク 

製品に事故が発生した場合には、経営に大きな影響を及ぼしかねません・・・ 

製品事故の発生 

食品事業者の皆さまをサポートする生産物品質保険（標準契約プラン）をご案内します。 

 
・製品回収費用の負担 
・社告費用等の負担 
・回収実施に伴う各種費用発生 

緊急対応の負担 
 
・ブランド力の低下 
・市場占有率の低下 
・追加宣伝活動の必要性 

 
・損害防止費用 
・コンサルティング費用 

再発防止への対策 

イメージの低下 

（例） 
・製品への異物の混入 
・賞味期限の表示ミス 
・アレルギー成分の表示漏れ              
             等 

１ 



２．商品概要（１） 

お支払い要件 

貴社の生産物に偶然な汚染が生じた場合（健康被害の発生の有無を問いません。） 

ただし、以下のいずれかにより回収等の実施が客観的に明らかになった場合に限ります。 

 

 
 

＊上記は以下①～③のいずれかの者が社告を行ったもしくは行政庁の命令を受けた場合に限ります。 
 ①貴社 
 ②貴社の生産物に自らの商標を付したものを販売する者 
 ③貴社の生産物を原材料として使用した製品を製造、販売または供給する者            

この保険では、以下の場合に貴社が被る損害（回収等費用、広告宣伝活動等費用、コンサルティ
ング費用、在庫廃棄費用の負担等）について、保険金をお支払いいたします。 

第三者による異物混入事故が発生した場合 
貴社に害を与えることを目的とした第三者による犯罪行為を原因として、貴社の生産物に異

物混入または異物混入強迫が行われた場合に保険金をお支払いいたします。 
 

＊ただし、上記の行為が貴社の従業員、短期労働者（パートタイム労働者、アルバイト等）、契約社員、 
 準社員、嘱託、非常勤、臨時社員により行われた場合は補償しません。 

新聞による社告  行政庁（保健所を含みます）の回収命令  

２ 



２．商品概要（２） 

この保険において「偶然な汚染」とは、この保険の対象とする生産物の
製造または調理の過程において、故意によらず偶発的に発生した以下①
～④に掲げる事由のことをいいます。 

補償内容 
の整理 

 

 
 

① 生産物に異物混入が生じたこと 

 

② アレルギー成分（注）の表示漏れ・誤った表示の記載、貼付または添付 
  

（注）食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令第１条第２項の規定により定められ 
  た基準に合わない方法により表示がなされた下記記載の「特定原材料」のことをいいます。 

③ 賞味期限・消費期限の誤った表示（表示漏れを含みます。）の記載、貼 
  付または添付 

④ 残留農薬（ポジティブリスト制度）の基準に合わない食品または添加物     
  に該当すること 

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生 

３ 



３．特長（１） 

４ 

 
 

補償の対象とする「偶然な汚染事故」については、健康被害発生（または発生の

おそれ）の有無を問いません。 

  身体障害の発生（または発生のおそれ）がない事故に対する回収を補償    

 
 

日本国内で行う回収については、事故の原因が海外であった場合にも補償します。 
  海外での汚染も補償 

 
 

この保険の対象とする生産物の回収については、回収決定または回収を行うのが

被保険者以外の以下の方であっても、その費用を補償します。 
 

   ● 貴社の生産物に自らの商標を付したものを販売する方 
    ● 貴社の生産物を原材料として使用した製品を製造、販売または供給する方 

  第三者による回収も補償 

 
 
回収を行った生産物の在庫品を廃棄する費用も補償します。  
＊詳細は「５．お支払いする保険金」（９ページ）をご確認ください。 

  在庫廃棄費用も補償 



３．特長（２） 

 
 

異物混入に加えて、アレルギー成分や賞味期限、消費期限の表示漏れ・表示誤

りを原因とする回収事故も補償します。 
 

＊詳細は、「２．商品概要（２）補償内容の整理」②・③（３ページ）をご確認ください。 

 
 

食品衛生法第11条により定められた基準に合わない食品または添加物を原因と

する回収についても補償します。 
 

＊具体的には、以下①～③に掲げる食品または添加物に該当する場合をいいます。 

  ポジティブリスト制度に対応 

① 食品衛生法（以下「法」といいます。）第１１条第１項により定められた規格に合わない食品または添加物を製 

  造、輸入、加工、使用、調理、保存または販売すること  

② 法第１１条第１項の規定により定められた基準に合わない方法により食品もしくは添加物を製造、加工、使用、  

  調理、保存すること、またはその基準に合わない方法による食品もしくは添加物を販売または輸入すること 

③ 法第１１条第３項に規定する食品を製造、輸入、加工、使用、調理、保存または販売すること。ただし、法第 

  １１条第３項に規定する物質のその食品に残留する量の限度について法第１１条第１項の食品の成分にかかる規 

  格に合うものは除きます。  

５ 

  表示誤り・表示漏れによる回収も補償 



３．特長（３） 

６ 

 
 

食品安全に関するリスク対策度をレーダーチャートにてビジュアル表示した

『簡易リスク診断書』をご提供いたします。 
（注）ご希望の場合は別途ご案内する「食品安全対策チェックリスト」にご記入いただきます。 

  簡易リスク診断機能（オプションサービス）（注） 

 
 

ご加入のお手続きが簡単です！ 
『告知書』にて簡単なご質問にお答えください。 

  簡易なご加入手続き 

 
 

関連するサポートメニューを多数取り揃えております。詳細は「13．その他

サポートメニューのご案内」（17ページ）をご確認ください。 
（注）サービスの内容によって、一部有料となります。 

  充実したサポートメニュー（注） 



４．ご契約の条件（１） 

この保険は「生産物品質保険」の標準契約プランです！ 
『標準契約プラン』にご加入できるお客さまは以下に該当する事業者の方となります。 

飲食料品製造業・卸売業・小売業、飲食店、食品関連の包装容器メーカー等で、年間

売上高（注）が100億円以下の事業者の方 
（注）契約締結時に把握可能な直近の会計年度（1年間）の保険の対象とする生産物の売上高 
 

◆直近の会計年度（１年間）の実績がない新規事業者の方は、このプランへのご加入はできません。 

◆ご加入される場合には、下記「保険の対象とする生産物」で定義するすべての生産物を対象とします。 

◆一部の生産物のみのお引受や、組織単位（一部の支店のみ・一部の事業部のみ等）のお引受はできま 

 せん。 

この保険の対象とする生産物とは、貴社が製造、販売または供給を行ったすべての食

品をいいます。 
 

◆「すべての食品」とは、食品衛生法第４条に規定するすべての食品、添加物、容器包装のことをいい 

 ます（薬事法に規定する医薬品・医薬部外品を除きます。）。 
◆日本国内に存在する生産物に限ります。 

保険の対象とする生産物 

７ 



４．ご契約の条件（2） 

８ 

保険期間中の支払限度額を設定させていた

だきます。 
「７．引受パターン」（１１ページ）に記

載の３つのプランよりお選びください。 

保険期間 

保険期間は「１年間」です。 
 

＊長期契約・短期契約でのお引受はできません。 

「日本国内」に存在する生産物が対象です。 
 
＊事故の原因が海外で発生していても、 
 日本国内に存在する生産物を回収する 
 場合は補償の対象といたします。 
  

保険金のお支払対象とする期間です。 

事故が発生したことを貴社が知り得た時に

始まり、その事故により貴社が被る損害が

なくなった時、またはなくなったと認めら

れる時のいずれか早い時に終わります。 
＊このプランでは「１２か月」を限度 
 とします。 

保険適用地域 

支払限度額 支払限度期間 



補償の対象となる損害は次のとおりです。 

回収等費用 
 
 
 
 
 
 
 
 

広告宣伝活動等 
費用 

事故によって失った生産物の安全性に関する信頼度を回復させるための広告宣伝活動等に要した費用をいいます。              

＊保険証券記載の１回の事故における支払限度額の25％を損害の額の上限とします。  

損害の種類 内 容 

事故の直接の結果として、または事故の影響を防止もしくは軽減しようとする努力に直接起因して、被保険者、被

保険者の生産物に自らの商標を付したものを販売する方または被保険者の生産物を原材料として使用した製品を製

造、販売または供給する方が行う回収等によって被保険者が現実に被る損害で、次のいずれかに該当する費用をい

います。ただし、被保険者の生産物に該当しない財物（以下「対象外生産物」といいます。）の回収等による費用

が含まれている場合は、下記①、②、⑧、⑨および⑪に限り、対象外生産物にかかわる費用についても回収等費用

とみなします。 

 ①  新聞による社告費用 

 ②  電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用（文書の作成および封筒代を含みます。） 

 ③  回収した生産物の再製造費用（再包装費用を含みます。） 

 ④  代替品（回収した生産物と引換えに給付される生産物をいいます。以下同様とします。）の製造原価または仕入れ原価 

 ⑤  回収した生産物と引換えに返還するその生産物の対価（被保険者の利益を差し引いた後の金額とします。） 

 ⑥  回収した生産物または代替品の輸送費用 

 ⑦  回収した生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用 

 ⑧  回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 

 ⑨  回収等の実施により生じる出張費および宿泊費 

 ⑩  回収した生産物の廃棄費用 

 ⑪  回収等の対象となる生産物か否か確認するための費用         

コンサルティング 
費用 

事故の事実等について確認もしくは調査を行うため、または回収等もしくは広告宣伝活動等の方法を策定するた

めに、第三者のコンサルタントを起用した場合の費用をいいます。 

５．お支払いする保険金 

在庫廃棄費用 

事故によって対象生産物の回収を行った場合に、在庫品（注）を廃棄することによって生じる費用（次のいずれか

に該当する費用）をいいます。 
 

●在庫品の製造原価または仕入れ原価   ●在庫品を廃棄するために必要となる実費 
 
（注）回収した生産物と同じ事故が生じている被保険者の占有を離れる前の生産物および直接であると間接であるとを問わず被保険者の 
   管理下（第三者に委託するものを含みます。）にある生産物のことをいいます。  

９ 

＊右記における「回収し 
 た生産物」とは、被保 
 険者の占有を離れかつ 
 直接であると間接であ 
 るとを問わず被保険者 
 の管理下（第三者に委 
 託するものを含みます 
 。）にない生産物を回 
 収した場合のその生産 
 物のことをいいます。  



【通知事項】 

① 事故の発生またはそのおそれが生じたことを知った日 

② 事故の発生形態 

③ 事故の発生した生産物もしくは事故のおそれのある生産 

  物の内容 

④ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った 

  場合は、その届出日 

⑤ 事故の対応策 

⑥ 回収決定（被保険者が生産物の回収等の実施およびその 

  時期・方法を決定することをいいます。）を行った場合 

  は、回収等の実施または実施予定の内容詳細 

⑦ その他当社が必要と認める事項 

６．事故発生後にご対応いただく事項（支払要件） 

 

事故の発生が以下のいずれかにより客観的に明

らかになることがお支払いの要件になります。 

●回収等の実施についての新聞による社告 

●回収等の実施についての行政庁（保健所を含 

 みます。）の命令 

事故の発生の際には、当社に対して事故の発生またはそ

のおそれが生じたことを知った日から１４日以内に、書

面により下記①から⑦の事項を通知することが必要とな

ります。 

偶然な汚染事故 

 

事故の発生を知った日から14日以内に警察

署または公的機関窓口に届出を行う必要が

あります。 

第三者による 
異物混入事故 

10 

保険金のお支払いについては、以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。 

事故発生の客観性の証明 事故発生の当社への通知 



７．引受パターン 

お引受けパターンには、次の３つのプランがあります。 

＊縮小支払割合とは、上記の１事故免責金額を超える損害の額のうち、保険金を実際にお支払いする割合のことをいい 
 ます。 
＊広告宣伝活動等費用については、１事故支払限度額の25％を損害の額の上限として保険金をお支払いします。 
＊コンサルティング費用については縮小支払割合・１事故免責金額を適用しません。 

  

プラン 

支払限度額等 
Aプラン Ｂプラン Ｃプラン 

保険期間中総支払限度額 10,000千円 20,000千円 30,000千円 

第三者による異物混入事故 
偶然な汚染事故共通（１事故） 

10,000千円 20,000千円 30,000千円 

在庫廃棄費用 
（１事故・保険期間中） 

2,000千円 2,000千円 2,000千円 

1事故免責金額 100千円 200千円 300千円 

縮小支払割合 90％ 

支払限度期間 12か月 

11 



８．主なお支払い例 

   次のような場合に保険金をお支払いします。 

【例】 

12 

● 製品の中に金属片が混入していたため、新聞社告のうえ回収を行った。 

● アレルギー成分である『卵』の表示が欠落していたことが発覚し、新聞社 
  告のうえ回収を行った。 

● 賞味期限を誤って長く記載していたことが判明し、新聞社告のうえ回収を 
  行った。 

● 原材料として使用している輸入野菜から、基準値を超える残留農薬が検出 
  され保健所の回収命令を受けて国内に出回る生産物の回収を行った。 

● 異物混入強迫を受けた製品を自主回収した。 



製品の中に金属片が混入していると消費者からクレームがあり、食べるとケガをする危険性があるため

新聞に社告掲載を行い製品の回収を行った。その結果、以下の費用が発生した。 
 

回収等費用･･19,000千円  在庫廃棄費用･･1,000千円  コンサルティング費用･･5,000千円 

 

 Ｃプランに加入 

９. お支払いする保険金例 

保険加入内容 

{費用額（20,000千円）－免責金額（300千円）} ×縮小支払割合（90%）＝17,730千円…① 

コンサルティング費用＝5,000千円…②  
＊コンサルティング費用には免責金額および縮小支払割合は適用しません。 
 

            合計（①＋②）＝ 22,730千円  

支払保険金 

事故の内容 
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支払限度額 

１事故免責金額 
保険期間中総支払限度額 

第三者による異物混入事故 
偶然な汚染事故共通 

（１事故） 

在庫廃棄費用 
（１事故・保険期間中） 

30,000千円 30,000千円 2,000千円 300千円 



10．保険金をお支払いしない主な場合 
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■保険金を支払うべき損害には、次のいずれかに該当する損害または費用を含みません。 

① 他人の身体の障害または財物の損壊についての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 回収等の対象となる生産物その他の財物の使用が阻害されたことによって生じた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 

③ 回収等の瑕疵
か し

、または回収等の方法の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用 

④ 正当な理由がなく、通常の回収等の費用以上に要した費用 

⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の費用以上に要した費用 

⑥ 事故の有無に関わらず、通常要する広告宣伝に関わる費用 

⑦ 争訟に要した一切の費用 

⑧ 実際に支出したと否とを問わず異物混入強迫に関わる第三者からの強要金等 

等 

■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よって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。 

① 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。以

下同様とします。）の故意もしくは重大な過失による事故の発生またはそのおそれ 

② 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失による法令または各種義務違反 

③ 生産物の商品開発段階での欠陥または瑕疵
か し

 

④ 第三者の同種の生産物に生じた事故 

⑤ 生産物の自然の消耗・摩滅・その他類似の事由 

⑥ 生産物のさび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由。ただし、これらの事由が第三者による異物混入事故または偶然な汚染事故

の結果として発生した場合は除きます。 

⑦ 保存期間・有効期間を限定して製造・販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等 

⑧ 核燃料物質（注１）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 

⑨ 回収した生産物の再製造上の瑕疵
か し

、または代替品の瑕疵
か し

 

⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（注２） 

⑪ 遺伝子組換えに起因した偶然な汚染 

⑫ 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に起因した偶然な汚染 

⑬ 高病原性鳥インフルエンザに起因した偶然な汚染 

⑭ 保険契約者または被保険者が事故の発生を知っていたと否とを問わず、保険期間開始時（継続契約である場合はこの保険契約が継続されてきた

最初の保険契約の保険期間開始時）より前に、第三者により回収決定もしくは回収が行われた事故と同一の原因に起因する事故 

⑮ 被保険者に害を与えることを目的として行われた被保険者の従業員、短期労働者（パートタイム労働者、アルバイト等）、契約社員、準社員、嘱

託、非常勤、臨時社員の悪意または犯罪行為に起因して生じた異物混入または異物混入強迫 

等 
 （注１）核燃料物質 
   使用済燃料を含みます。 
 （注２）暴動 
   群集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。 
 
＊上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載

されておりますので、必ずご確認ください。 



生産物品質保険（標準契約プラン）ご契約締結までの流れは以下のとおりです。 

ご加入のお申込み 

貴社より『告知書』のご提出 

告知書の内容確認 

お引受条件のご案内 

貴社の生産物のうち、この保険の補償の対象となる生産物をご確認くださ
い（対象外となる生産物があります。）。 

告知書の内容確認を行い、保険料をお見積りいたします。 
告知書の内容によってはこの保険でお引受できない場合がございます。 

貴社にて、ご提案内容のご確認 

お引受の条件について、当社よりご説明とご提案をさせていただき、具体
的なお手続についてご案内を申し上げます。 

ご契約の締結 

ご提案をさせていただいた内容について、ご確認をいただきます。 

11．ご契約までの流れ 

この保険の補償の対象となる生産物について、告知書にご記入をいただき
ます。 
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簡便なご加入手続でご契約いただけます。 



12．簡易リスク診断サービス（オプション）  

この簡易リスク診断では、食品安全対策を中心と
した項目について「簡易リスク診断サービス
チェックリスト」にご記入いただき、総合的な評
価に基づき報告書を作成いたします。 

危機管理体制 

コミュニケーション 

食品安全への取組 

全社的なリスク管理・ 
コンプライアンス体制 

経営理念・行動原則 

簡易リスク診断結果報告書＜例＞ 

それぞれの項目の評価の解説 

１．経営理念・行動原則 
 消費者に信頼していただき安心して食品を買い続けていただくことが企業が成長し、存続していくための必須条件 
 ですので、経営理念にそのことが明らかにされることが求められます。 
 消費者の信頼を得るためには、常に消費者を基点として、商品開発、原材料の仕入れ、製造、保管、流通、販売の 
 それぞれの過程で適切な対応をし、消費者に安心を与えるためにも、経営理念を、役職員の行動原則に落とし込む 
 と同時に、周知徹底されることが求められます。 

２．全社的なリスク管理・コンプライアンス体制 
 会社が社会的存在として存続していくためには、自社を取り巻くリスクやコンプライアンスに適切に対応していく 
 ことが事業活動を行っていく上での大前提となります。 
 自社を取り巻くリスクやコンプライアンスを的確に把握し、消費者や取引先などに対し、社会的責任を果たしてい 
 くための組織体制の構築など取組を強化し、活動することが強く求められます。 

３．食品安全への取組 
 食品安全への取組みは、食品企業における必要最低限の責任であり、既に貴社でもさまざまな取組みを進められ 
 ているものと存じます。しかし、食の安全をめぐるさまざまな事件・事故の発生を受け、社会の信頼が揺らぎつつ 
 ある中、既存の対策をさまざまな視点から見直すべき段階に来ているといえます。 

４．コミュニケーション 
 食の安全に対する社会の信頼が揺らぎつつある中、顧客・消費者に対して適正な情報提供を行うこと、顧客・消費 
 者の声に耳を傾け、自社製品等の改善や緊急時における適切な対応を行うこと、の双方向の取組みが重要です。 

５．危機管理体制 
 リスクが顕在化した場合、事後的な損失の最小化に向けて、企業は迅速かつ効果的な対策を講じなければなりませ 
 ん。また自社のみならず、企業の社会的責任に照らし、ステークホルダーの損失最小化に向けて適切な対応も行わ 
 なければなりません。そこで、そのための組織体制の構築など取組を強化していくことが強く求められます。 
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 ■上記のサービスについては、グループ会社のMS&ADインターリスク総研株式会社にて実施いたします。 
 ■サービス内容によっては、有償で実施させていただいております。 
  実施内容の詳細、費用等については、三井住友海上火災保険㈱営業担当経由にて、お気軽にお問い合わせください。 

13．その他サポートメニューのご案内  

  

  食品企業向け安全対策セミナー 

  ⇒食中毒・異物混入の予防、食品事故発生時の対応等について解説いたします。 

  食の安全対応評価とプロセスマネジメントコンサルティング  
  ⇒フードチェーンプロセスの安全・品質管理の強化・改善支援を行います。 

  ＲＭチェック 
  ⇒貴社のグループ会社や取引先企業のリスク管理状況について、簡易に把握・評価することが 
   可能です。 

  クレーム・リコール対応社内体制構築コンサルティング 
  ⇒クレーム・リコールに対応するための社内体制構築を支援いたします。 

  内部統制システム構築コンサルティング 
  ⇒リスク管理、コンプライアンスについて、体制構築・個別リスク対策・教育訓練など幅広く 
   サポートいたします。 
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当社では、グループ会社であるMS&ADインターリスク総研株式会社を通じて、以下のサ
ポートメニューを取り揃えております。 



生産物品質保険（標準契約プラン）の内容をご理解いただくための事項を記載しております。ただし、ご契約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、普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。  

（３）保険料の払込方法 

  保険料の払込方法は、ご契約と同時にその全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払い 
  込む分割払があり、キャッシュレスで払い込むこともできます。ただし、ご契約内容によ 
  りご選択いただけない払込方法があります。 

           （○：選択できます。×：選択できません。） 
 

 

 

 
 

（注）一時払保険料が２０万円以上のご契約の場合、選択できます。 

【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】 

保険期間が始まった後でも、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 

に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。 

 

（４）満期返れい金・契約者配当金 

  この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 
 
 

（１）解約と解約返れい金 

 ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社 

 に速やかにお申出ください。 

 ■解約の条件によって、解約日から満期日までの期 

  間に応じて、解約返れい金を返還させていただき 

  ます。ただし、解約返れい金は原則として未経過 

  期間（右図をご参照ください。）分よりも少なく 

  なります。たとえば、保険期間１年・一時払のご 

  契約を始期日から６か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料 

  の半分よりも少なくなります。また、既経過期間中に当社が保険金を支払うべき事故が発 

  生していた場合には、その保険金相当額に対応する保険料は返還しません。詳細は普通保 

  険約款・特約でご確認ください。 

 

（２）保険証券の確認・保管 

  ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してくだ 

  さい。また、ご契約手続から１か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお 

  問い合わせください。 

（１）商品の仕組みおよび引受条件等 

  ①商品の仕組み 

  生産物品質保険普通保険約款  

  ＋ 生産物品質保険特約（標準契約プラン用） 

  ＋各種特約（注） 

  （注）契約内容に応じて各種特約がセットされます。 

  ②補償内容 

  ■被保険者 

   保険申込書の「被保険者」欄に記載された方が被保険者（保険契約により補償を受け 

   られる方をいいます。以下同様とします。）となります。ただし、普通保険約款・特 

   約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・ 

   特約でご確認ください。 

  ■保険金をお支払いする主な場合 

   ２～３ページ記載の「２．商品概要」のとおりです。 

  ■お支払いする保険金 

   ９ページ記載の「５．お支払いする保険金」のとおりです。 

  ③セットできる主な特約 

  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。 

  ④支払限度額等 

  支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。免責金額(注)および縮小支払 

  割合を設定する場合は、損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額に保険 

  証券記載の縮小支払割合を乗じた金額を、保険証券記載の支払限度額を限度にお支払い 

  します。 

  お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額(注)および縮小支払割合につきま 

  しては、保険申込書の「支払限度額」欄、「免責金額」欄および「縮小支払割合」欄に 

  てご確認ください。 
（注）免責金額とは、保険金としてお支払いする１事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さま 

  の自己負担となる金額をいいます。 

  ⑤保険期間 

  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、保険申込書の「保険期間」 
  欄にてご確認ください。 
 

（２）保険料 

 保険料（注）は、支払限度額、保険期間等によって決定されます。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。お客さまが実際にご契約いただく保険料（注）につきまし 
 ては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。 
 （注）保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 

１．契約締結前におけるご確認事項 

２．契約締結後におけるご確認事項 

14．契約概要等のご説明（１） 

始期日 解約日 満期日 

未経過期間 

保険期間 
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主な払込方法 大口分割払（注） 一時払 
口座振替 ○ × 
請求書払 × ○ 



2015.０7/A3E14/A No. 92243 

●ご相談・お申込先 

本店 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上 駿河台ビル 
 

（お客さまデスク）0120-632-277（無料）東京都千代田区神田駿河台3-11-1三井住友海上 駿河台新館 
 電話受付時間 平日9:00～20:00 土日・祝日9:00～17:00（年末・年始は休業させていただきます） 
 http://www.ms-ins.com 

（１）取扱代理店の権限 

  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 

  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。 
 

（２）共同保険 

  複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または 

  保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会 

  社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。 
 

（３）その他 

  保険契約者と被保険者が異なる場合には、この提案書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。 

３．その他ご留意いただきたいこと 

14．契約概要等のご説明（２） 
 生産物品質保険（標準契約プラン）の内容をご理解いただくための事項を記載しております。ただし、ご契約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、普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。  
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