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商品に関するお問い合わせ
新規ご加入やお見積のご相談は代理店にて承っております。
以下の「お問い合わせ先」や取扱代理店までご連絡ください。

◆公式ウェブサイト
https://www.sompo-japan.co.jp/

◆カスタマーセンター    0120－888－089
【受付時間】
平日：午前9時～午後8時　
土日祝日：午前9時～午後5時（12月31日～1月3日は休業）

（注1）おかけ間違いにご注意ください。
（注2）カスタマーセンターでは、お問い合わせ内容に応じて取扱代理店・

損保ジャパン営業店・保険金サービス課などへのご案内やお取次
ぎをさせていただきます。



○：支払対象となります｡

ただし、運送業者の皆さまが荷主・元請運送人

に対して負担する法律上・運送契約上の賠償責

任があり、貨物や事故形態が保険契約上の免責

事由等に該当しない場合に限ります。

×：支払対象となりません｡
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A方式（限定型）　   B方式（ワイド型）条　件

※保険金をお支払いする主な損害
事故の種類

火災･爆発

トラック等の輸送用具の衝突･転覆･墜落　

トラック等の輸送用具が他の輸送用具に

搭乗中の沈没・座礁・座州・衝突・転覆・

脱線・墜落・不時着　

盗難、各荷造りごとの紛失

擦損、かぎ損

雨･雪等のぬれ、汗ぬれ　

破損、まがり、へこみ

4ページに記載の「（責任の始期と終期)」の
間に発生した損害にかぎります｡
盗難および各荷造りごとの紛失については
警察への届出が受理された場合にかぎり補
償します｡

（注）1.　

2.　
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詳しくは「運送保険普通保険約款」、「運送業者貨物賠償保険特別約款
（車両特定方式用）」、その他の適用される特別約款等をご参照いただく
か、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。

■ 受託貨物に生じた損害
１．次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできま
せん。

（１） 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれらの者の
使用人の故意

（２）貨物の自然の消耗またはその性質もしくは欠陥によって生じた自然発
火・自然爆発・むれ・かび・腐敗・変質・変色・さび・蒸発・昇
華その他類似の事由

（３） 荷造りの不完全
（４） 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発（中間地からの出

発および積込港・寄航港からの発航を含みます。）の当時、貨物を安
全に輸送するのに適していなかったこと。（ただし、保険契約者、被保
険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、
知らなかったことについて重大な過失がなかった場合を除きます。）

（５） 運送の遅延
（６） 戦争、内乱その他の変乱
（７） 水上または水中にある魚雷または機雷の爆発
（８） 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収
（９） 検疫、（8）以外の公権力による処分
（10） ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加

者の行為
（11） 10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的か

つ騒動的な行動およびこの行動に際して当該群衆・集団の一部によ
りなされた暴行（放火および盗取を含みます。）ならびにこれらに関
連して生じた事件

（12） 原子核反応または原子核の崩壊（ただし、医学用、科学用または産業
用ラジオ・アイソトープの原子核反応または原子核の崩壊を除きま
す。）

（13） 陸上（湖川を含みます。）にある貨物について、地震、噴火もしくはこれ
らによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故（地
震、噴火もしくはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に
生じた損害を含みます。）

（14） 化学兵器、生物兵器、生化学兵器あるいは電磁兵器
（15） 通常の輸送過程以外の状態にある間のテロ行為（政治的、社会的も

しくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれら
と連帯した者が当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいま
す。）、その他類似の行動

（16） サイバー攻撃（コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータ
システムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯
罪行為をいいます。）により生じた損害

（17） 輸送用具の不完全被覆（ただし、当該輸送用具の被覆が完全であっ
たとしても生じたであろう損害を除きます。）

※ただし、（17）については、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使
用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大
な過失がなかった場合は、適用しません。
　　　　　　　　　　　　　　
２．次の者により輸送用具が運転されている間に生じた損害に対して
は、保険金をお支払いできません。

（１） 無免許・無資格運転者
（２） 道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた運転者
（３） 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの影響により正常な運転

ができないおそれがある運転者

３．法令で定める輸送用具以外の輸送用具によって違法に輸送された場
合の輸送中に生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。

４．違約金・慰謝料・遅延賠償金・逸失利益などの間接損害に対して
は、保険金をお支払いできません。

など

■ 第三者賠償責任にかかわる損害
１．前記の受託貨物に生じた損害の保険金をお支払いできない場合の1.
（1）～（16）および2.によって生じた損害に対しては、保険金をお支
払いできません。
※ただし、2.については、保険契約者、被保険者またはこれらの者の
使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことにつ
いて重大な過失がなかった場合は、適用しません。

２．直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次に掲げる賠償責
任を負担することによって被る損害に対しては、保険金をお支払い
できません。

（１） 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
（２） 被保険者の使用人ならびに下請負人（その使用人を含みます。）が被

保険者の業務に従事中に被った身体の障害（障害に起因する死亡を
含みます。）によって生じた賠償責任

（３） 液体、気体の排出、流出、いっ出または漏出による土壌、大気、水路、河
川、湖沼、海洋の汚染によって生じた賠償責任

（４） 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賠償責任

（５） 航空機、船舶、自動車（自動二輪車・原動機付自転車を含みます。）の
所有、使用または管理に起因する賠償責任。ただし、貨物が自動車で
ある場合は、その積込みまたは荷卸し作業時における自走中および
貨物の荷役に供するフォークリフトならびに輸送用具としての自動
車に付属する荷役機械の所有、使用または管理に起因する賠償責任
を除きます。

（６） 業務の終了後（業務の目的物の引渡しを要する場合は引渡後） また
は業務を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任

（７） 被保険者の管理を離れた、財物に起因する賠償責任
（８） 直接であると間接であるとを問わず、次の①から③に掲げる財物の

損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対して負担
する賠償責任
①所有財物
　被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に
　基づき購入した財物を含みます。
②受託財物
　次のア.およびイ.に掲げる他人の財物をいいます。

ア. 借用財物
被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者ま
たは占有者からの借用許可の有無を問いません。

イ.  支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
（ア）作業（注）に使用される材料または部品をいい、既に作業（注）

に使用されたものを含みます。
（イ）被保険者または被保険者のために被保険者以外の者に
よって据え付けられる、または組み立てられる装置もしく
は設備をいい、すでに据え付けられた、または組み立てら
れたものを含みます。

③作業対象物
　受託財物以外の作業（注）対象物をいいます。
（注）被保険者または被保険者のために被保険者以外の者によって

行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄
を含みます。

（９）被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が滅失、損傷も
しくは汚損し、または紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償
責任

（10） 施設の給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその
他業務用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体または蒸
気等による財物の損壊に起因する賠償責任

（11） 施設の屋根、樋、扉、戸、窓もしくは通風筒等から入る雨または雪等に
よる財物の損壊に起因する賠償責任

（12） 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他有害な特性に起因す
る賠償責任、または石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品
が有する発ガン性その他石綿と同種の有害な特性に起因する賠償
責任

など



詳しくは「運送保険普通保険約款」、「運送業者貨物賠償保険特別約款
（車両特定方式用）」、その他の適用される特別約款等をご参照いただく
か、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。

■ 受託貨物に生じた損害
１．次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできま
せん。

（１） 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれらの者の
使用人の故意

（２）貨物の自然の消耗またはその性質もしくは欠陥によって生じた自然発
火・自然爆発・むれ・かび・腐敗・変質・変色・さび・蒸発・昇
華その他類似の事由

（３） 荷造りの不完全
（４） 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発（中間地からの出

発および積込港・寄航港からの発航を含みます。）の当時、貨物を安
全に輸送するのに適していなかったこと。（ただし、保険契約者、被保
険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、
知らなかったことについて重大な過失がなかった場合を除きます。）

（５） 運送の遅延
（６） 戦争、内乱その他の変乱
（７） 水上または水中にある魚雷または機雷の爆発
（８） 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収
（９） 検疫、（8）以外の公権力による処分
（10） ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加

者の行為
（11） 10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的か

つ騒動的な行動およびこの行動に際して当該群衆・集団の一部によ
りなされた暴行（放火および盗取を含みます。）ならびにこれらに関
連して生じた事件

（12） 原子核反応または原子核の崩壊（ただし、医学用、科学用または産業
用ラジオ・アイソトープの原子核反応または原子核の崩壊を除きま
す。）

（13） 陸上（湖川を含みます。）にある貨物について、地震、噴火もしくはこれ
らによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故（地
震、噴火もしくはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に
生じた損害を含みます。）

（14） 化学兵器、生物兵器、生化学兵器あるいは電磁兵器
（15） 通常の輸送過程以外の状態にある間のテロ行為（政治的、社会的も

しくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれら
と連帯した者が当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいま
す。）、その他類似の行動

（16） サイバー攻撃（コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータ
システムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯
罪行為をいいます。）により生じた損害

（17） 輸送用具の不完全被覆（ただし、当該輸送用具の被覆が完全であっ
たとしても生じたであろう損害を除きます。）

※ただし、（17）については、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使
用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大
な過失がなかった場合は、適用しません。
　　　　　　　　　　　　　　
２．次の者により輸送用具が運転されている間に生じた損害に対して
は、保険金をお支払いできません。

（１） 無免許・無資格運転者
（２） 道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた運転者
（３） 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの影響により正常な運転

ができないおそれがある運転者

３．法令で定める輸送用具以外の輸送用具によって違法に輸送された場
合の輸送中に生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。

４．違約金・慰謝料・遅延賠償金・逸失利益などの間接損害に対して
は、保険金をお支払いできません。

など

■ 第三者賠償責任にかかわる損害
１．前記の受託貨物に生じた損害の保険金をお支払いできない場合の1.
（1）～（16）および2.によって生じた損害に対しては、保険金をお支
払いできません。
※ただし、2.については、保険契約者、被保険者またはこれらの者の
使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことにつ
いて重大な過失がなかった場合は、適用しません。

２．直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次に掲げる賠償責
任を負担することによって被る損害に対しては、保険金をお支払い
できません。

（１） 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
（２） 被保険者の使用人ならびに下請負人（その使用人を含みます。）が被

保険者の業務に従事中に被った身体の障害（障害に起因する死亡を
含みます。）によって生じた賠償責任

（３） 液体、気体の排出、流出、いっ出または漏出による土壌、大気、水路、河
川、湖沼、海洋の汚染によって生じた賠償責任

（４） 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賠償責任

（５） 航空機、船舶、自動車（自動二輪車・原動機付自転車を含みます。）の
所有、使用または管理に起因する賠償責任。ただし、貨物が自動車で
ある場合は、その積込みまたは荷卸し作業時における自走中および
貨物の荷役に供するフォークリフトならびに輸送用具としての自動
車に付属する荷役機械の所有、使用または管理に起因する賠償責任
を除きます。

（６） 業務の終了後（業務の目的物の引渡しを要する場合は引渡後） また
は業務を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任

（７） 被保険者の管理を離れた、財物に起因する賠償責任
（８） 直接であると間接であるとを問わず、次の①から③に掲げる財物の

損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対して負担
する賠償責任
①所有財物
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（注）被保険者または被保険者のために被保険者以外の者によって

行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄
を含みます。

（９）被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が滅失、損傷も
しくは汚損し、または紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償
責任

（10） 施設の給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその
他業務用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体または蒸
気等による財物の損壊に起因する賠償責任

（11） 施設の屋根、樋、扉、戸、窓もしくは通風筒等から入る雨または雪等に
よる財物の損壊に起因する賠償責任

（12） 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他有害な特性に起因す
る賠償責任、または石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品
が有する発ガン性その他石綿と同種の有害な特性に起因する賠償
責任

など
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商品に関するお問い合わせ
新規ご加入やお見積のご相談は代理店にて承っております。
以下の「お問い合わせ先」や取扱代理店までご連絡ください。

◆公式ウェブサイト
https://www.sompo-japan.co.jp/

◆カスタマーセンター    0120－888－089
【受付時間】
平日：午前9時～午後8時　
土日祝日：午前9時～午後5時（12月31日～1月3日は休業）

（注1）おかけ間違いにご注意ください。
（注2）カスタマーセンターでは、お問い合わせ内容に応じて取扱代理店・

損保ジャパン営業店・保険金サービス課などへのご案内やお取次
ぎをさせていただきます。


