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新マネーガード保険

〈ご契約内容については取扱代理店または日本興亜損保にお問い合わせください。〉
取扱代理店は日本興亜損保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・契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがい
まして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、日本興亜損保と直接契約されたものとなります。
ご契約者の皆様は、取扱代理店を良き相談相手としてご利用いただきますようよろしくお願いします。
●共同保険の取扱い
　 共同保険契約である場合は、各引受保険会社が引受割合に応じて、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。
　幹事保険会社は共同保険特別約款に規定された事項につき、他の引受保険会社の業務または事務の代理・代行を行います。
●引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお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。このうち引受保険会社が破綻した場合で、ご契約者が個人、小規模法人（常時使用する従業員などの数が20人以下の日
本法人などをいいます。）またはマンション管理組合であるご契約は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金や返れい金などは80％まで補
償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。（2012年6月現在）

　「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。
　※ ご契約者以外に被保険者となる方がいらっしゃる場合には、このパンフレットに記載された内容を必ずその方にもお読みいただくようお伝えください。
　※ このパンフレットは「新マネーガード保険」の概要を説明したものです。ご契約手続き・お支払条件その他詳しくは、下記取扱代理店または日本興亜損保へお問
い合わせください。
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1  事故発生時の手続き
事故が発生した場合、ただちに事故発生の日時、場所、事故概要、
保険証券番号などを保険証券記載の取扱代理店または日本興
亜損保の担当営業課支社へご連絡いただくとともに、事故内容
に沿って、次の手続きをお取りください。ただちにご連絡いた
だけませんと、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。
1．事故の届出
事故内容に沿って、遅滞なく関係機関（警察署、郵便局、運送会
社、消防署など）に事故の届出を行い、その受理に関する証明書
（盗難届受理証明書など）を取り付けてください。
2．流通の停止
それぞれ次の停止手続きを取ってください。
1）手形、小切手
ただちに取引銀行に事故通知を行うとともに、市場での流通を
停止するため次の手続きを取ってください。
受取手形・小切手 ……
　①振出人に支払の停止措置をとってもらうこと。
　②簡易裁判所に公示催告手続きをとること。
支払手形・小切手 ……
　①支払の停止を取引銀行に求めること。
　②簡易裁判所に公示催告手続きをとること。
　③ 異議申立提供金の供託を取引銀行に求めること。

2）株券
ただちに株券発行会社の事務代行会社に株券喪失登録の手続
きを取ってください。

2   保険金請求にあたってご提出をお願いする書類
①保険金請求書（所定の書式があります。）
②事故発生状況報告書（貴社にご作成いただくもの）
③ 「盗難・遺失届受理証明書」など上記の届出先から発給され
る証明書

④ 公示催告手続申立書・株券喪失登録申請書およびその付属
書類（有価証券の場合）

⑤ 損害額を説明いただくための現金出納帳、売上伝票、預金
通帳、手形元帳などの帳簿

3   保険金をお支払いする時期
上記でお願いした書類すべてをご提出いただいた日を請
求完了日としてこの日から計算して次の間に必要な調査
を終え保険金をお支払いします。
特別な調査を必要としない場合 30日
専門の調査機関による調査を必要とする場合
（主として高額事故の場合） 90日

上記以外に警察などの第三者機関の調査を必要する場合などで
60日～180日とさせていただく場合があり、該当する場合には
個別にご案内いたします。

●お申込み・お問合せは下記の取扱代理店まで

2010年 4月改定

新マネーガード保険で補償される「保管中」とは、被保険者の事業所構内に保管（作業中および構内輸送中を含みます。）
されている間をいいます。

この保険では、保管中の担保日数を「金庫内保管中」、「金庫外保管中」のそれぞれについて30日以内で設定いただきます。
ご設定いただいた保管中の担保日数が終了した後に発生した保険事故による損害は、保険金のお支払いの対象とはなりませんので、
ご注意ください。
・「金庫内保管」とは……
　耐火性で、容易に移動および開閉ができない金庫に保管されている状態を指し、手提げ金庫は含みません。
・「金庫外保管」とは……
　 上記の「金庫内保管」には該当しない状態で施錠可能な場所に保管され、かつ、ご契約者、被保険者または使用人の合理的な注
意義務を果たしている状態をいいます。
※ 保管中の保険の対象にかかわる保管担保期間はその保険の対象が保管場所に搬入された日に開始し、翌日の午前0時から起算して、
上記に従ってご設定いただく保険証券記載の保管担保日数の末日の午後12時をもって終了します。

輸送の前後および途中における保管を補償します。ただし、被保険者またはその使用人の管理下にある貨紙
幣類・有価証券が通常かつ合理的な方法により保管されている間に限ります。

ご注意いただきたいこと
①ご契約時における注意事項（告知義務）
ご契約時には、告知事項について、事実を正確にお申し出ください。ご契約者または被保険者には、ご契約時に告知事項について事実を正確に申し出ていただ
く義務（告知義務）があります。契約申込書に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契
約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。告知事項には、前年度の適用売上高、ご契約金額（1事故てん補限度額）、保管期間担保日数、同
種の危険を担保する他の保険契約の有無などがあります。
告知事項については、契約申込書に★印をつけていますので、詳しくは契約申込書・重要事項説明書をご覧ください。
②ご契約後における注意事項（通知義務）
ご契約後に、通知事項に該当する事実が発生した場合、ご契約者、被保険者またはこれらの者の使用人は、その事実の発生がご契約者または被保険者に責任が
ある事由による場合はあらかじめ、責任のない事由による場合は遅滞なく、取扱代理店または日本興亜損保に対して書面によりご連絡いただく義務がありま
す。（通知義務）通知事項について取扱代理店または日本興亜損保に対して書面によりご連絡いただけなかった場合やご契約内容の変更に伴い追加保険料が必
要となる場合に追加保険料をお払い込みいただけないときは、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますの
でご注意ください。通知事項については、契約申込書に★印をつけた事項の内容に変更を生じさせる事実が発生することなどがありますので、詳しくは契約
申込書・重要事項説明書をご覧ください。
③ご契約が解除となる場合について
告知義務違反があった場合や通知義務を怠った場合などの場合には、ご契約者に対する書面によるご連絡により、ご契約を解除させていただく場合があります。
解除に際しては、既に経過したご契約期間（保険期間）に対する保険料と既にお払い込みいただいた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただきます。

〒 100-8965 東京都千代田区霞が関 3-7-3
お客様サポート室　0120-919-498
受付時間 :平日の9:00 ～ 20:00/土日、祝日の9:00 ～ 17:00

（12/31 ～ 1/3 を除きます。）
ホームページアドレス　http://www.nipponkoa.co.jp

個々の輸送の保険責任の始期および終期は基本的に発送地における店舗・事務所などにおいて、輸送の目的をもっ
て貨紙幣類・有価証券の移動が開始された時から、通常かつ合理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所
などにて引き渡された時までとなります。輸送方法は次の場合に限ります。また、輸送方法に応じて保険責任の始
期および終期が定められています。

1 　鉄道貴重品扱、自動車貴重品扱、航空貴重品扱……
鉄道便、自動車便または航空便による輸送であって、
運送人に対し、貨物が貨紙幣類または有価証券であ
ることを告げて輸送を委託する場合をいいます。

2   携行便・護送便……
携行便とは、従業員の皆様などが小切手・手形などを常
時背広のポケットやカバンなどに入れて運ぶことをい
います。
護送便とは、携行便に社員やガードマンが護衛して運
ぶことをいいます。

3   書留郵便
（簡易書留を含み、特定記録郵便を含み
ません。）……
ご注意： 
 特定記録郵便は補償の対象となる輸送方法には含まれ
ません。本保険で郵便物を対象とされる場合は、特定記
録郵便ではなく、書留郵便・簡易書留にて郵送ください。

輸送方法と個々の輸送の保険責任の始期
および終期（この保険で補償する輸送区間）

この保険で補償する保管期間

事故が発生した場合は

被保険者の事業所構内
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 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。
●ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方）またはこれ
らの者の使用人の故意または重大な過失による損害

●公権力による処分、戦争、ストライキ、暴動による損害
●原子核の反応・崩壊、地震、噴火、津波による損害
●債権の回収不能、不渡りまたはその他の信用危険もしくは
市場価値の下落による損害

●「取引相手」による詐欺によって生じた損害
●貨紙幣類・有価証券の偽造、変造、模造、贋造による損害
●身代金の支払い、恐喝による損害
●ご契約者、被保険者の使用するコンピュータシステム（オンラ
イン端末機を含みます。）の操作（通信回線を利用した間接的
な操作を含みます。）による損害

●帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払いの過誤、または受取不
足などの事務的・会計的間違いによる損害

●「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足による
損害

●施錠されていない駐車中の自動車からの盗難による損害
●自宅など被保険者の事業所構内以外の場所に保管されている
間に発生した損害

●盗難に伴なって発生する財物損害のうち車両、船舶および航
空機にかかわる損害
●被保険者の事業所構内以外で生じた盗難による所有物に対す
る財物損害
●キャッシュカード、クレジットカードなど保険の対象となら
ない貨物の損害
●他人からの預り金など被保険者に所有権のない貨紙幣類・有
価証券の損害＊
●コンピュータなどの誤作動による損害
●貨物の保管中など（通常の合理的な輸送途上にある以外のす
べての状態）にテロ行為（政治的、社会的、思想的、もしくは宗
教的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者
がその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。）その
他類似の行為、およびこれに関連して生じた事故による損害
●化学兵器、生物兵器、生化学兵器および電磁兵器によって発
生した損害
 など

貴社に盗難による損害が生じた場
合の役員および従業員の所持金（有
価証券を除きます。）の損害に対し
て保険金をお支払いします。
（10万円限度となります。）

保険の対象である貨紙幣類・有価証
券の盗難に伴って生じた金庫・ドア
などの破損などにより要した修繕費
や再取得費用に対して保険金をお
支払いします。（30万円限度となり
ます。）

上記以外のお支払いの対象とならない損害については、適用約款をご覧ください。
＊ 貴社のご希望により「貨物賠償責任担保特別約款（法律上）」を付帯することにより、貴社に所有権のない預り金についても補償することができます。（追加保険料が
必要となる場合や一部の保険条件に制限がかかることがありますので、詳細は取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。）

公示催告とは …………  官報などに手形、小切手などが事故にあった旨の公示を行うことをいいます。

除権決定とは …………  公示催告の申立を行った後、一定期間を経て、善意の取得人が現れなかった場合に、裁判所がそ
の手形、小切手などの失効を宣言することをいいます。

株券喪失登録とは ……  株券を喪失した株主が株券発行会社（株式公開会社の場合は通常その名義書換代理人）に申請し、
株券喪失登録後1年経過することにより喪失株券を失効させ、株券の再発行を可能にする制度を
いいます。

新株券とは …………… ● 株式会社の設立・増資・合併・減資・商号変更に伴い発行される株券
 ● 株式額面の引上げ、引下げに伴い発行される株券
 ● 株式の分割に伴い発行される株券

などをいいます。

駐車中の施錠された自動車からの
貨紙幣類・有価証券の盗難による
損害に対して保険金をお支払いし
ます。（100万円限度となります。）

貴社の前年度売上高（消費税込み）および貨紙幣類・有価証券のご契約金額（1事故てん補限度額）、保管期間担保日
数などを基準として年間保険料を算出させていただきます。保険料のお見積りのため、別紙の「ヒアリングシート」
にご記入ください。
（保険料のお払込方法は、年払（1回払）の他に年間保険料が10万円以上のご契約に限り4回払（均等払のみ）があります。）
※ご契約時に告知書および決算報告書などの前年度売上高（消費税込み）が確認できる資料をご提出いただきます。

貴社がお取扱いになる現金・小切手などの貨紙幣類および株券・手形などの有価証券の日本国内における輸送中・保管中
の不測の事故による損害を1年間包括的に補償する保険です。

事故が発生した場合、貨紙幣類・有価証券の種類に応じて実際の損害額をお支払いします。

上記の損害額のほかに次の諸費用もお支払いします。

主な新マネーガード保険の対象は次のとおりです。
（新株券・キャッシュカード・クレジットカードは、この保険の対象とはなりませんのでご注意ください。）

1 　 ご契約手続きが簡単です
通常の運送保険では輸送のつどお申込みの必要がありますが、この保険は1年間の契約ですのでご契約手続きが非常に簡単になる
と同時に手続きもれの心配がありません。
また、前年度売上高＊に応じた定額の保険料で1年間包括的に補償します。（保険料の確定精算も不要です。）
（協同組合、市役所、区役所、非営利団体など、業態の性質上「前年度売上高」が把握できない場合やご契約者と被保険者が異なる場
合は、取扱代理店または日本興亜損保に別途お問い合わせください。）
＊ このご契約に適用する前年度売上高は、企業全体の売上高とし、消費税込みの数値とします。なお、対象業務が非課税取引の場合など、対象業務におい
て消費税を領収していない場合には、申告された「消費税を含まない金額」を売上高とします。（ご申告いただいた内容が事実と相違する場合、ご契約を
解除させていただくことがあります。その場合には保険金のお支払いはできなくなりますので、ご注意ください。）

2 　 「オール・リスク担保」条件です
偶然な事故によるさまざまな損害を補償します。

3 　 即時払がご利用になれます＊1

国債証券、株券を除く有価証券には公示催告＊2および除権決定＊3の制度（株券の場合は株券喪失登録＊4）があるため、事故発生によ
り即損害は発生しませんが、事故発生時に1事故ごとに即時払限度額＊5を限度として即時払保険金をお支払いすることができます。＊6
・ 即時払の対象となった有価証券について損害が確定した段階＊7で実際の損害額との差額をご精算いただきます。
・ 即時払の対象となった有価証券に除権決定がおりた場合（株券の場合は、株券喪失登録簿への記載がされ異議の申請がなく1年間
経過した場合）は、即時払保険金を日本興亜損保へご返れいいただきます。＊8
＊1 貨紙幣類は即時払がご利用になれません。
＊2、＊3、＊4 下記「一口メモ」をご覧ください。
＊5 契約申込書上のご契約金額（1事故てん補限度額）または10億円のいずれか低い額となります。
＊6 支払手形は、即時払保険金の対象となりません。
＊7 他の所持人が現れ名義書換えや公示催告につき異議の届出がなされるなど（株券の場合は、株券所持人から株券喪失登録異議の申請がなされ

善意取得者が認定されるなど）
＊8 受取手形の場合は券面金額（株券の場合は再発行株券もしくはその売却額）を日本興亜損保へご返れいいただきます。

4 　 次も保険金のお支払いの対象となります
● 輸送途上における駐車中の施錠された自動車から保険の対象である貨紙幣類・有価証券の盗難による損害（100万円限度）
● 保険の対象である貨紙幣類・有価証券の盗難に伴って生じた金庫・ドアなどの破損などにより要した修繕費や再取得費用（30
万円限度）

● 貴社に盗難による損害が生じた場合の役員および従業員の所持金（有価証券を除きます。）の損害（10万円限度）

帳　簿
の閲覧

この保険では前年度売上高（消費税込み）に基づき保険料が算出されますので帳簿により売上高の確認がとれることが必要です。また、事故
が発生した場合、個々の輸送または保管につき、貨紙幣類・有価証券の種類、数量、価額などを記載した帳簿またはこれに代わるべき書類（ま
たはデータ）をもって損害額を証明いただく必要があります。帳簿またはこれに代わるべき書類などがない場合、損害額の立証ができないた
めに保険金のお支払いができない場合がありますので、ご注意ください。

新マネーガード保険とは

保険金のお支払いの対象となる主な損害

お支払いする費用保険金の種類

新マネーガード保険の対象 保険金をお支払いできない主な損害

新マネーガード保険の年間保険料

新マネーガード保険のご契約金額
（1事故てん補限度額）は

新マネーガード保険の特徴

輸送用具の衝突・転覆・脱線

輸送途上における車上荒らし

支払銀行を通じて手形交換所に
異議申立提供金を提出する場合
の、支払銀行に対する預託金を
お支払いします。

異議申立提供金相当額

盗　　難

財物損害

遺失物法に基づく拾得者に対す
る報労金をお支払いします。

拾得者に対する報労金

強　　盗

役員および従業員の所持金の損害

弁護士報酬費用・官報掲載費用・
株券喪失登録申請費用などをお
支払いします。

公示催告・除権決定、株券喪失
登録の申請に要した諸費用

輸送中の紛失

事故にあった株券、証券などの
再発行に要した費用をお支払い
します。

再発行費用

貨 紙 幣 類 有 価 証 券

○貨紙幣（外国通貨を含みます。）
○小切手（線引であると否とを問いません。）
○トラベラーズチェック　○郵便切手　○収入印紙　
○金・銀・白金の地金　○金券、商品券
○クーポン券　○プリペイドカード　○ゴルフ会員券
○記名・捺印済み預金の払戻請求書
○ 預金通帳・預金証書・金通帳・金証書
　（いずれも印鑑とともに輸送する場合） など

○株券（新株券を除き予備株券を含みます。）
○手形、コマーシャル・ペーパー
○公・社債券、国債証券　○株式配当金領収証
○預金通帳・預金証書・金通帳・金証書
　（いずれも印鑑とともに輸送する場合を除きます。）

など

火災・爆発

ご契約金額（1事故てん補限度額）につきましては　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をめやすとして、ご設定
ください。
※ご契約金額（1事故てん補限度額）は、
1． 輸送中、金庫内保管中については最大で貨紙幣類…30億円、有価証券…30億円を限度とさせていただきます。（即時払限度額は、契約申込書上の
1事故てん補限度額または10億円のいずれか低い額を限度とさせていただきます。）

2． 金庫外保管中については、最大で貨紙幣類…1億円、有価証券…2億円を限度とさせていただきます。

輸送中…予想される1回あたりの最高輸送額
保管中…平均在庫額の2割増程度
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 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。
●ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方）またはこれ
らの者の使用人の故意または重大な過失による損害

●公権力による処分、戦争、ストライキ、暴動による損害
●原子核の反応・崩壊、地震、噴火、津波による損害
●債権の回収不能、不渡りまたはその他の信用危険もしくは
市場価値の下落による損害

●「取引相手」による詐欺によって生じた損害
●貨紙幣類・有価証券の偽造、変造、模造、贋造による損害
●身代金の支払い、恐喝による損害
●ご契約者、被保険者の使用するコンピュータシステム（オンラ
イン端末機を含みます。）の操作（通信回線を利用した間接的
な操作を含みます。）による損害

●帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払いの過誤、または受取不
足などの事務的・会計的間違いによる損害

●「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足による
損害

●施錠されていない駐車中の自動車からの盗難による損害
●自宅など被保険者の事業所構内以外の場所に保管されている
間に発生した損害

●盗難に伴なって発生する財物損害のうち車両、船舶および航
空機にかかわる損害
●被保険者の事業所構内以外で生じた盗難による所有物に対す
る財物損害
●キャッシュカード、クレジットカードなど保険の対象となら
ない貨物の損害
●他人からの預り金など被保険者に所有権のない貨紙幣類・有
価証券の損害＊
●コンピュータなどの誤作動による損害
●貨物の保管中など（通常の合理的な輸送途上にある以外のす
べての状態）にテロ行為（政治的、社会的、思想的、もしくは宗
教的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者
がその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。）その
他類似の行為、およびこれに関連して生じた事故による損害
●化学兵器、生物兵器、生化学兵器および電磁兵器によって発
生した損害
 など

貴社に盗難による損害が生じた場
合の役員および従業員の所持金（有
価証券を除きます。）の損害に対し
て保険金をお支払いします。
（10万円限度となります。）

保険の対象である貨紙幣類・有価証
券の盗難に伴って生じた金庫・ドア
などの破損などにより要した修繕費
や再取得費用に対して保険金をお
支払いします。（30万円限度となり
ます。）

上記以外のお支払いの対象とならない損害については、適用約款をご覧ください。
＊ 貴社のご希望により「貨物賠償責任担保特別約款（法律上）」を付帯することにより、貴社に所有権のない預り金についても補償することができます。（追加保険料が
必要となる場合や一部の保険条件に制限がかかることがありますので、詳細は取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。）

公示催告とは …………  官報などに手形、小切手などが事故にあった旨の公示を行うことをいいます。

除権決定とは …………  公示催告の申立を行った後、一定期間を経て、善意の取得人が現れなかった場合に、裁判所がそ
の手形、小切手などの失効を宣言することをいいます。

株券喪失登録とは ……  株券を喪失した株主が株券発行会社（株式公開会社の場合は通常その名義書換代理人）に申請し、
株券喪失登録後1年経過することにより喪失株券を失効させ、株券の再発行を可能にする制度を
いいます。

新株券とは …………… ● 株式会社の設立・増資・合併・減資・商号変更に伴い発行される株券
 ● 株式額面の引上げ、引下げに伴い発行される株券
 ● 株式の分割に伴い発行される株券

などをいいます。

駐車中の施錠された自動車からの
貨紙幣類・有価証券の盗難による
損害に対して保険金をお支払いし
ます。（100万円限度となります。）

貴社の前年度売上高（消費税込み）および貨紙幣類・有価証券のご契約金額（1事故てん補限度額）、保管期間担保日
数などを基準として年間保険料を算出させていただきます。保険料のお見積りのため、別紙の「ヒアリングシート」
にご記入ください。
（保険料のお払込方法は、年払（1回払）の他に年間保険料が10万円以上のご契約に限り4回払（均等払のみ）があります。）
※ご契約時に告知書および決算報告書などの前年度売上高（消費税込み）が確認できる資料をご提出いただきます。

貴社がお取扱いになる現金・小切手などの貨紙幣類および株券・手形などの有価証券の日本国内における輸送中・保管中
の不測の事故による損害を1年間包括的に補償する保険です。

事故が発生した場合、貨紙幣類・有価証券の種類に応じて実際の損害額をお支払いします。

上記の損害額のほかに次の諸費用もお支払いします。

主な新マネーガード保険の対象は次のとおりです。
（新株券・キャッシュカード・クレジットカードは、この保険の対象とはなりませんのでご注意ください。）

1 　 ご契約手続きが簡単です
通常の運送保険では輸送のつどお申込みの必要がありますが、この保険は1年間の契約ですのでご契約手続きが非常に簡単になる
と同時に手続きもれの心配がありません。
また、前年度売上高＊に応じた定額の保険料で1年間包括的に補償します。（保険料の確定精算も不要です。）
（協同組合、市役所、区役所、非営利団体など、業態の性質上「前年度売上高」が把握できない場合やご契約者と被保険者が異なる場
合は、取扱代理店または日本興亜損保に別途お問い合わせください。）
＊ このご契約に適用する前年度売上高は、企業全体の売上高とし、消費税込みの数値とします。なお、対象業務が非課税取引の場合など、対象業務におい
て消費税を領収していない場合には、申告された「消費税を含まない金額」を売上高とします。（ご申告いただいた内容が事実と相違する場合、ご契約を
解除させていただくことがあります。その場合には保険金のお支払いはできなくなりますので、ご注意ください。）

2 　 「オール・リスク担保」条件です
偶然な事故によるさまざまな損害を補償します。

3 　 即時払がご利用になれます＊1

国債証券、株券を除く有価証券には公示催告＊2および除権決定＊3の制度（株券の場合は株券喪失登録＊4）があるため、事故発生によ
り即損害は発生しませんが、事故発生時に1事故ごとに即時払限度額＊5を限度として即時払保険金をお支払いすることができます。＊6
・ 即時払の対象となった有価証券について損害が確定した段階＊7で実際の損害額との差額をご精算いただきます。
・ 即時払の対象となった有価証券に除権決定がおりた場合（株券の場合は、株券喪失登録簿への記載がされ異議の申請がなく1年間
経過した場合）は、即時払保険金を日本興亜損保へご返れいいただきます。＊8
＊1 貨紙幣類は即時払がご利用になれません。
＊2、＊3、＊4 下記「一口メモ」をご覧ください。
＊5 契約申込書上のご契約金額（1事故てん補限度額）または10億円のいずれか低い額となります。
＊6 支払手形は、即時払保険金の対象となりません。
＊7 他の所持人が現れ名義書換えや公示催告につき異議の届出がなされるなど（株券の場合は、株券所持人から株券喪失登録異議の申請がなされ

善意取得者が認定されるなど）
＊8 受取手形の場合は券面金額（株券の場合は再発行株券もしくはその売却額）を日本興亜損保へご返れいいただきます。

4 　 次も保険金のお支払いの対象となります
● 輸送途上における駐車中の施錠された自動車から保険の対象である貨紙幣類・有価証券の盗難による損害（100万円限度）
● 保険の対象である貨紙幣類・有価証券の盗難に伴って生じた金庫・ドアなどの破損などにより要した修繕費や再取得費用（30
万円限度）

● 貴社に盗難による損害が生じた場合の役員および従業員の所持金（有価証券を除きます。）の損害（10万円限度）

帳　簿
の閲覧

この保険では前年度売上高（消費税込み）に基づき保険料が算出されますので帳簿により売上高の確認がとれることが必要です。また、事故
が発生した場合、個々の輸送または保管につき、貨紙幣類・有価証券の種類、数量、価額などを記載した帳簿またはこれに代わるべき書類（ま
たはデータ）をもって損害額を証明いただく必要があります。帳簿またはこれに代わるべき書類などがない場合、損害額の立証ができないた
めに保険金のお支払いができない場合がありますので、ご注意ください。

新マネーガード保険とは

保険金のお支払いの対象となる主な損害

お支払いする費用保険金の種類

新マネーガード保険の対象 保険金をお支払いできない主な損害

新マネーガード保険の年間保険料

新マネーガード保険のご契約金額
（1事故てん補限度額）は

新マネーガード保険の特徴

輸送用具の衝突・転覆・脱線

輸送途上における車上荒らし

支払銀行を通じて手形交換所に
異議申立提供金を提出する場合
の、支払銀行に対する預託金を
お支払いします。

異議申立提供金相当額

盗　　難

財物損害

遺失物法に基づく拾得者に対す
る報労金をお支払いします。

拾得者に対する報労金

強　　盗

役員および従業員の所持金の損害

弁護士報酬費用・官報掲載費用・
株券喪失登録申請費用などをお
支払いします。

公示催告・除権決定、株券喪失
登録の申請に要した諸費用

輸送中の紛失

事故にあった株券、証券などの
再発行に要した費用をお支払い
します。

再発行費用

貨 紙 幣 類 有 価 証 券

○貨紙幣（外国通貨を含みます。）
○小切手（線引であると否とを問いません。）
○トラベラーズチェック　○郵便切手　○収入印紙　
○金・銀・白金の地金　○金券、商品券
○クーポン券　○プリペイドカード　○ゴルフ会員券
○記名・捺印済み預金の払戻請求書
○ 預金通帳・預金証書・金通帳・金証書
　（いずれも印鑑とともに輸送する場合） など

○株券（新株券を除き予備株券を含みます。）
○手形、コマーシャル・ペーパー
○公・社債券、国債証券　○株式配当金領収証
○預金通帳・預金証書・金通帳・金証書
　（いずれも印鑑とともに輸送する場合を除きます。）

など

火災・爆発

ご契約金額（1事故てん補限度額）につきましては　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をめやすとして、ご設定
ください。
※ご契約金額（1事故てん補限度額）は、
1． 輸送中、金庫内保管中については最大で貨紙幣類…30億円、有価証券…30億円を限度とさせていただきます。（即時払限度額は、契約申込書上の
1事故てん補限度額または10億円のいずれか低い額を限度とさせていただきます。）

2． 金庫外保管中については、最大で貨紙幣類…1億円、有価証券…2億円を限度とさせていただきます。

輸送中…予想される1回あたりの最高輸送額
保管中…平均在庫額の2割増程度
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 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。
●ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方）またはこれ
らの者の使用人の故意または重大な過失による損害

●公権力による処分、戦争、ストライキ、暴動による損害
●原子核の反応・崩壊、地震、噴火、津波による損害
●債権の回収不能、不渡りまたはその他の信用危険もしくは
市場価値の下落による損害

●「取引相手」による詐欺によって生じた損害
●貨紙幣類・有価証券の偽造、変造、模造、贋造による損害
●身代金の支払い、恐喝による損害
●ご契約者、被保険者の使用するコンピュータシステム（オンラ
イン端末機を含みます。）の操作（通信回線を利用した間接的
な操作を含みます。）による損害

●帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払いの過誤、または受取不
足などの事務的・会計的間違いによる損害

●「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足による
損害

●施錠されていない駐車中の自動車からの盗難による損害
●自宅など被保険者の事業所構内以外の場所に保管されている
間に発生した損害

●盗難に伴なって発生する財物損害のうち車両、船舶および航
空機にかかわる損害
●被保険者の事業所構内以外で生じた盗難による所有物に対す
る財物損害
●キャッシュカード、クレジットカードなど保険の対象となら
ない貨物の損害
●他人からの預り金など被保険者に所有権のない貨紙幣類・有
価証券の損害＊
●コンピュータなどの誤作動による損害
●貨物の保管中など（通常の合理的な輸送途上にある以外のす
べての状態）にテロ行為（政治的、社会的、思想的、もしくは宗
教的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者
がその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。）その
他類似の行為、およびこれに関連して生じた事故による損害
●化学兵器、生物兵器、生化学兵器および電磁兵器によって発
生した損害
 など

貴社に盗難による損害が生じた場
合の役員および従業員の所持金（有
価証券を除きます。）の損害に対し
て保険金をお支払いします。
（10万円限度となります。）

保険の対象である貨紙幣類・有価証
券の盗難に伴って生じた金庫・ドア
などの破損などにより要した修繕費
や再取得費用に対して保険金をお
支払いします。（30万円限度となり
ます。）

上記以外のお支払いの対象とならない損害については、適用約款をご覧ください。
＊ 貴社のご希望により「貨物賠償責任担保特別約款（法律上）」を付帯することにより、貴社に所有権のない預り金についても補償することができます。（追加保険料が
必要となる場合や一部の保険条件に制限がかかることがありますので、詳細は取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。）

公示催告とは …………  官報などに手形、小切手などが事故にあった旨の公示を行うことをいいます。

除権決定とは …………  公示催告の申立を行った後、一定期間を経て、善意の取得人が現れなかった場合に、裁判所がそ
の手形、小切手などの失効を宣言することをいいます。

株券喪失登録とは ……  株券を喪失した株主が株券発行会社（株式公開会社の場合は通常その名義書換代理人）に申請し、
株券喪失登録後1年経過することにより喪失株券を失効させ、株券の再発行を可能にする制度を
いいます。

新株券とは …………… ● 株式会社の設立・増資・合併・減資・商号変更に伴い発行される株券
 ● 株式額面の引上げ、引下げに伴い発行される株券
 ● 株式の分割に伴い発行される株券

などをいいます。

駐車中の施錠された自動車からの
貨紙幣類・有価証券の盗難による
損害に対して保険金をお支払いし
ます。（100万円限度となります。）

貴社の前年度売上高（消費税込み）および貨紙幣類・有価証券のご契約金額（1事故てん補限度額）、保管期間担保日
数などを基準として年間保険料を算出させていただきます。保険料のお見積りのため、別紙の「ヒアリングシート」
にご記入ください。
（保険料のお払込方法は、年払（1回払）の他に年間保険料が10万円以上のご契約に限り4回払（均等払のみ）があります。）
※ご契約時に告知書および決算報告書などの前年度売上高（消費税込み）が確認できる資料をご提出いただきます。

貴社がお取扱いになる現金・小切手などの貨紙幣類および株券・手形などの有価証券の日本国内における輸送中・保管中
の不測の事故による損害を1年間包括的に補償する保険です。

事故が発生した場合、貨紙幣類・有価証券の種類に応じて実際の損害額をお支払いします。

上記の損害額のほかに次の諸費用もお支払いします。

主な新マネーガード保険の対象は次のとおりです。
（新株券・キャッシュカード・クレジットカードは、この保険の対象とはなりませんのでご注意ください。）

1 　 ご契約手続きが簡単です
通常の運送保険では輸送のつどお申込みの必要がありますが、この保険は1年間の契約ですのでご契約手続きが非常に簡単になる
と同時に手続きもれの心配がありません。
また、前年度売上高＊に応じた定額の保険料で1年間包括的に補償します。（保険料の確定精算も不要です。）
（協同組合、市役所、区役所、非営利団体など、業態の性質上「前年度売上高」が把握できない場合やご契約者と被保険者が異なる場
合は、取扱代理店または日本興亜損保に別途お問い合わせください。）
＊ このご契約に適用する前年度売上高は、企業全体の売上高とし、消費税込みの数値とします。なお、対象業務が非課税取引の場合など、対象業務におい
て消費税を領収していない場合には、申告された「消費税を含まない金額」を売上高とします。（ご申告いただいた内容が事実と相違する場合、ご契約を
解除させていただくことがあります。その場合には保険金のお支払いはできなくなりますので、ご注意ください。）

2 　 「オール・リスク担保」条件です
偶然な事故によるさまざまな損害を補償します。

3 　 即時払がご利用になれます＊1

国債証券、株券を除く有価証券には公示催告＊2および除権決定＊3の制度（株券の場合は株券喪失登録＊4）があるため、事故発生によ
り即損害は発生しませんが、事故発生時に1事故ごとに即時払限度額＊5を限度として即時払保険金をお支払いすることができます。＊6
・ 即時払の対象となった有価証券について損害が確定した段階＊7で実際の損害額との差額をご精算いただきます。
・ 即時払の対象となった有価証券に除権決定がおりた場合（株券の場合は、株券喪失登録簿への記載がされ異議の申請がなく1年間
経過した場合）は、即時払保険金を日本興亜損保へご返れいいただきます。＊8
＊1 貨紙幣類は即時払がご利用になれません。
＊2、＊3、＊4 下記「一口メモ」をご覧ください。
＊5 契約申込書上のご契約金額（1事故てん補限度額）または10億円のいずれか低い額となります。
＊6 支払手形は、即時払保険金の対象となりません。
＊7 他の所持人が現れ名義書換えや公示催告につき異議の届出がなされるなど（株券の場合は、株券所持人から株券喪失登録異議の申請がなされ

善意取得者が認定されるなど）
＊8 受取手形の場合は券面金額（株券の場合は再発行株券もしくはその売却額）を日本興亜損保へご返れいいただきます。

4 　 次も保険金のお支払いの対象となります
● 輸送途上における駐車中の施錠された自動車から保険の対象である貨紙幣類・有価証券の盗難による損害（100万円限度）
● 保険の対象である貨紙幣類・有価証券の盗難に伴って生じた金庫・ドアなどの破損などにより要した修繕費や再取得費用（30
万円限度）

● 貴社に盗難による損害が生じた場合の役員および従業員の所持金（有価証券を除きます。）の損害（10万円限度）

帳　簿
の閲覧

この保険では前年度売上高（消費税込み）に基づき保険料が算出されますので帳簿により売上高の確認がとれることが必要です。また、事故
が発生した場合、個々の輸送または保管につき、貨紙幣類・有価証券の種類、数量、価額などを記載した帳簿またはこれに代わるべき書類（ま
たはデータ）をもって損害額を証明いただく必要があります。帳簿またはこれに代わるべき書類などがない場合、損害額の立証ができないた
めに保険金のお支払いができない場合がありますので、ご注意ください。

新マネーガード保険とは

保険金のお支払いの対象となる主な損害

お支払いする費用保険金の種類

新マネーガード保険の対象 保険金をお支払いできない主な損害

新マネーガード保険の年間保険料

新マネーガード保険のご契約金額
（1事故てん補限度額）は

新マネーガード保険の特徴

輸送用具の衝突・転覆・脱線

輸送途上における車上荒らし

支払銀行を通じて手形交換所に
異議申立提供金を提出する場合
の、支払銀行に対する預託金を
お支払いします。

異議申立提供金相当額

盗　　難

財物損害

遺失物法に基づく拾得者に対す
る報労金をお支払いします。

拾得者に対する報労金

強　　盗

役員および従業員の所持金の損害

弁護士報酬費用・官報掲載費用・
株券喪失登録申請費用などをお
支払いします。

公示催告・除権決定、株券喪失
登録の申請に要した諸費用

輸送中の紛失

事故にあった株券、証券などの
再発行に要した費用をお支払い
します。

再発行費用

貨 紙 幣 類 有 価 証 券

○貨紙幣（外国通貨を含みます。）
○小切手（線引であると否とを問いません。）
○トラベラーズチェック　○郵便切手　○収入印紙　
○金・銀・白金の地金　○金券、商品券
○クーポン券　○プリペイドカード　○ゴルフ会員券
○記名・捺印済み預金の払戻請求書
○ 預金通帳・預金証書・金通帳・金証書
　（いずれも印鑑とともに輸送する場合） など

○株券（新株券を除き予備株券を含みます。）
○手形、コマーシャル・ペーパー
○公・社債券、国債証券　○株式配当金領収証
○預金通帳・預金証書・金通帳・金証書
　（いずれも印鑑とともに輸送する場合を除きます。）

など

火災・爆発

ご契約金額（1事故てん補限度額）につきましては　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をめやすとして、ご設定
ください。
※ご契約金額（1事故てん補限度額）は、
1． 輸送中、金庫内保管中については最大で貨紙幣類…30億円、有価証券…30億円を限度とさせていただきます。（即時払限度額は、契約申込書上の
1事故てん補限度額または10億円のいずれか低い額を限度とさせていただきます。）

2． 金庫外保管中については、最大で貨紙幣類…1億円、有価証券…2億円を限度とさせていただきます。

輸送中…予想される1回あたりの最高輸送額
保管中…平均在庫額の2割増程度
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発送地
店舗・事務所で携行（移動）
が開始された時から

仕向地
店舗・事務所で受取人に引
き渡される時まで

発送地
店舗・事務所で携行（移動）
が開始された時から

受取人に配達または交付さ
れる時まで

発送地
店舗・事務所で携行（移動）
が開始された時から

仕向地
店舗・事務所で受取人に引
き渡される時まで

新マネーガード保険

〈ご契約内容については取扱代理店または日本興亜損保にお問い合わせください。〉
取扱代理店は日本興亜損保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・契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがい
まして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、日本興亜損保と直接契約されたものとなります。
ご契約者の皆様は、取扱代理店を良き相談相手としてご利用いただきますようよろしくお願いします。
●共同保険の取扱い
　 共同保険契約である場合は、各引受保険会社が引受割合に応じて、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。
　幹事保険会社は共同保険特別約款に規定された事項につき、他の引受保険会社の業務または事務の代理・代行を行います。
●引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお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。このうち引受保険会社が破綻した場合で、ご契約者が個人、小規模法人（常時使用する従業員などの数が20人以下の日
本法人などをいいます。）またはマンション管理組合であるご契約は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金や返れい金などは80％まで補
償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。（2012年6月現在）

　「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。
　※ ご契約者以外に被保険者となる方がいらっしゃる場合には、このパンフレットに記載された内容を必ずその方にもお読みいただくようお伝えください。
　※ このパンフレットは「新マネーガード保険」の概要を説明したものです。ご契約手続き・お支払条件その他詳しくは、下記取扱代理店または日本興亜損保へお問
い合わせください。
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1  事故発生時の手続き
事故が発生した場合、ただちに事故発生の日時、場所、事故概要、
保険証券番号などを保険証券記載の取扱代理店または日本興
亜損保の担当営業課支社へご連絡いただくとともに、事故内容
に沿って、次の手続きをお取りください。ただちにご連絡いた
だけませんと、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。
1．事故の届出
事故内容に沿って、遅滞なく関係機関（警察署、郵便局、運送会
社、消防署など）に事故の届出を行い、その受理に関する証明書
（盗難届受理証明書など）を取り付けてください。
2．流通の停止
それぞれ次の停止手続きを取ってください。
1）手形、小切手
ただちに取引銀行に事故通知を行うとともに、市場での流通を
停止するため次の手続きを取ってください。
受取手形・小切手 ……
　①振出人に支払の停止措置をとってもらうこと。
　②簡易裁判所に公示催告手続きをとること。
支払手形・小切手 ……
　①支払の停止を取引銀行に求めること。
　②簡易裁判所に公示催告手続きをとること。
　③ 異議申立提供金の供託を取引銀行に求めること。

2）株券
ただちに株券発行会社の事務代行会社に株券喪失登録の手続
きを取ってください。

2   保険金請求にあたってご提出をお願いする書類
①保険金請求書（所定の書式があります。）
②事故発生状況報告書（貴社にご作成いただくもの）
③ 「盗難・遺失届受理証明書」など上記の届出先から発給され
る証明書

④ 公示催告手続申立書・株券喪失登録申請書およびその付属
書類（有価証券の場合）

⑤ 損害額を説明いただくための現金出納帳、売上伝票、預金
通帳、手形元帳などの帳簿

3   保険金をお支払いする時期
上記でお願いした書類すべてをご提出いただいた日を請
求完了日としてこの日から計算して次の間に必要な調査
を終え保険金をお支払いします。
特別な調査を必要としない場合 30日
専門の調査機関による調査を必要とする場合
（主として高額事故の場合） 90日

上記以外に警察などの第三者機関の調査を必要する場合などで
60日～180日とさせていただく場合があり、該当する場合には
個別にご案内いたします。

●お申込み・お問合せは下記の取扱代理店まで

2010年 4月改定

新マネーガード保険で補償される「保管中」とは、被保険者の事業所構内に保管（作業中および構内輸送中を含みます。）
されている間をいいます。

この保険では、保管中の担保日数を「金庫内保管中」、「金庫外保管中」のそれぞれについて30日以内で設定いただきます。
ご設定いただいた保管中の担保日数が終了した後に発生した保険事故による損害は、保険金のお支払いの対象とはなりませんので、
ご注意ください。
・「金庫内保管」とは……
　耐火性で、容易に移動および開閉ができない金庫に保管されている状態を指し、手提げ金庫は含みません。
・「金庫外保管」とは……
　 上記の「金庫内保管」には該当しない状態で施錠可能な場所に保管され、かつ、ご契約者、被保険者または使用人の合理的な注
意義務を果たしている状態をいいます。
※ 保管中の保険の対象にかかわる保管担保期間はその保険の対象が保管場所に搬入された日に開始し、翌日の午前0時から起算して、
上記に従ってご設定いただく保険証券記載の保管担保日数の末日の午後12時をもって終了します。

輸送の前後および途中における保管を補償します。ただし、被保険者またはその使用人の管理下にある貨紙
幣類・有価証券が通常かつ合理的な方法により保管されている間に限ります。

ご注意いただきたいこと
①ご契約時における注意事項（告知義務）
ご契約時には、告知事項について、事実を正確にお申し出ください。ご契約者または被保険者には、ご契約時に告知事項について事実を正確に申し出ていただ
く義務（告知義務）があります。契約申込書に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契
約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。告知事項には、前年度の適用売上高、ご契約金額（1事故てん補限度額）、保管期間担保日数、同
種の危険を担保する他の保険契約の有無などがあります。
告知事項については、契約申込書に★印をつけていますので、詳しくは契約申込書・重要事項説明書をご覧ください。
②ご契約後における注意事項（通知義務）
ご契約後に、通知事項に該当する事実が発生した場合、ご契約者、被保険者またはこれらの者の使用人は、その事実の発生がご契約者または被保険者に責任が
ある事由による場合はあらかじめ、責任のない事由による場合は遅滞なく、取扱代理店または日本興亜損保に対して書面によりご連絡いただく義務がありま
す。（通知義務）通知事項について取扱代理店または日本興亜損保に対して書面によりご連絡いただけなかった場合やご契約内容の変更に伴い追加保険料が必
要となる場合に追加保険料をお払い込みいただけないときは、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますの
でご注意ください。通知事項については、契約申込書に★印をつけた事項の内容に変更を生じさせる事実が発生することなどがありますので、詳しくは契約
申込書・重要事項説明書をご覧ください。
③ご契約が解除となる場合について
告知義務違反があった場合や通知義務を怠った場合などの場合には、ご契約者に対する書面によるご連絡により、ご契約を解除させていただく場合があります。
解除に際しては、既に経過したご契約期間（保険期間）に対する保険料と既にお払い込みいただいた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただきます。

〒 100-8965 東京都千代田区霞が関 3-7-3
お客様サポート室　0120-919-498
受付時間 :平日の9:00 ～ 20:00/土日、祝日の9:00 ～ 17:00

（12/31 ～ 1/3 を除きます。）
ホームページアドレス　http://www.nipponkoa.co.jp

個々の輸送の保険責任の始期および終期は基本的に発送地における店舗・事務所などにおいて、輸送の目的をもっ
て貨紙幣類・有価証券の移動が開始された時から、通常かつ合理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所
などにて引き渡された時までとなります。輸送方法は次の場合に限ります。また、輸送方法に応じて保険責任の始
期および終期が定められています。

1 　鉄道貴重品扱、自動車貴重品扱、航空貴重品扱……
鉄道便、自動車便または航空便による輸送であって、
運送人に対し、貨物が貨紙幣類または有価証券であ
ることを告げて輸送を委託する場合をいいます。

2   携行便・護送便……
携行便とは、従業員の皆様などが小切手・手形などを常
時背広のポケットやカバンなどに入れて運ぶことをい
います。
護送便とは、携行便に社員やガードマンが護衛して運
ぶことをいいます。

3   書留郵便
（簡易書留を含み、特定記録郵便を含み
ません。）……
ご注意： 
 特定記録郵便は補償の対象となる輸送方法には含まれ
ません。本保険で郵便物を対象とされる場合は、特定記
録郵便ではなく、書留郵便・簡易書留にて郵送ください。

輸送方法と個々の輸送の保険責任の始期
および終期（この保険で補償する輸送区間）

この保険で補償する保管期間

事故が発生した場合は

被保険者の事業所構内
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発送地
店舗・事務所で携行（移動）
が開始された時から

仕向地
店舗・事務所で受取人に引
き渡される時まで

発送地
店舗・事務所で携行（移動）
が開始された時から

受取人に配達または交付さ
れる時まで

発送地
店舗・事務所で携行（移動）
が開始された時から

仕向地
店舗・事務所で受取人に引
き渡される時まで

新マネーガード保険

〈ご契約内容については取扱代理店または日本興亜損保にお問い合わせください。〉
取扱代理店は日本興亜損保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・契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがい
まして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、日本興亜損保と直接契約されたものとなります。
ご契約者の皆様は、取扱代理店を良き相談相手としてご利用いただきますようよろしくお願いします。
●共同保険の取扱い
　 共同保険契約である場合は、各引受保険会社が引受割合に応じて、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。
　幹事保険会社は共同保険特別約款に規定された事項につき、他の引受保険会社の業務または事務の代理・代行を行います。
●引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお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。このうち引受保険会社が破綻した場合で、ご契約者が個人、小規模法人（常時使用する従業員などの数が20人以下の日
本法人などをいいます。）またはマンション管理組合であるご契約は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金や返れい金などは80％まで補
償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。（2012年6月現在）

　「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。
　※ ご契約者以外に被保険者となる方がいらっしゃる場合には、このパンフレットに記載された内容を必ずその方にもお読みいただくようお伝えください。
　※ このパンフレットは「新マネーガード保険」の概要を説明したものです。ご契約手続き・お支払条件その他詳しくは、下記取扱代理店または日本興亜損保へお問
い合わせください。
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1  事故発生時の手続き
事故が発生した場合、ただちに事故発生の日時、場所、事故概要、
保険証券番号などを保険証券記載の取扱代理店または日本興
亜損保の担当営業課支社へご連絡いただくとともに、事故内容
に沿って、次の手続きをお取りください。ただちにご連絡いた
だけませんと、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。
1．事故の届出
事故内容に沿って、遅滞なく関係機関（警察署、郵便局、運送会
社、消防署など）に事故の届出を行い、その受理に関する証明書
（盗難届受理証明書など）を取り付けてください。
2．流通の停止
それぞれ次の停止手続きを取ってください。
1）手形、小切手
ただちに取引銀行に事故通知を行うとともに、市場での流通を
停止するため次の手続きを取ってください。
受取手形・小切手 ……
　①振出人に支払の停止措置をとってもらうこと。
　②簡易裁判所に公示催告手続きをとること。
支払手形・小切手 ……
　①支払の停止を取引銀行に求めること。
　②簡易裁判所に公示催告手続きをとること。
　③ 異議申立提供金の供託を取引銀行に求めること。

2）株券
ただちに株券発行会社の事務代行会社に株券喪失登録の手続
きを取ってください。

2   保険金請求にあたってご提出をお願いする書類
①保険金請求書（所定の書式があります。）
②事故発生状況報告書（貴社にご作成いただくもの）
③ 「盗難・遺失届受理証明書」など上記の届出先から発給され
る証明書

④ 公示催告手続申立書・株券喪失登録申請書およびその付属
書類（有価証券の場合）

⑤ 損害額を説明いただくための現金出納帳、売上伝票、預金
通帳、手形元帳などの帳簿

3   保険金をお支払いする時期
上記でお願いした書類すべてをご提出いただいた日を請
求完了日としてこの日から計算して次の間に必要な調査
を終え保険金をお支払いします。
特別な調査を必要としない場合 30日
専門の調査機関による調査を必要とする場合
（主として高額事故の場合） 90日

上記以外に警察などの第三者機関の調査を必要する場合などで
60日～180日とさせていただく場合があり、該当する場合には
個別にご案内いたします。

●お申込み・お問合せは下記の取扱代理店まで

2010年 4月改定

新マネーガード保険で補償される「保管中」とは、被保険者の事業所構内に保管（作業中および構内輸送中を含みます。）
されている間をいいます。

この保険では、保管中の担保日数を「金庫内保管中」、「金庫外保管中」のそれぞれについて30日以内で設定いただきます。
ご設定いただいた保管中の担保日数が終了した後に発生した保険事故による損害は、保険金のお支払いの対象とはなりませんので、
ご注意ください。
・「金庫内保管」とは……
　耐火性で、容易に移動および開閉ができない金庫に保管されている状態を指し、手提げ金庫は含みません。
・「金庫外保管」とは……
　 上記の「金庫内保管」には該当しない状態で施錠可能な場所に保管され、かつ、ご契約者、被保険者または使用人の合理的な注
意義務を果たしている状態をいいます。
※ 保管中の保険の対象にかかわる保管担保期間はその保険の対象が保管場所に搬入された日に開始し、翌日の午前0時から起算して、
上記に従ってご設定いただく保険証券記載の保管担保日数の末日の午後12時をもって終了します。

輸送の前後および途中における保管を補償します。ただし、被保険者またはその使用人の管理下にある貨紙
幣類・有価証券が通常かつ合理的な方法により保管されている間に限ります。

ご注意いただきたいこと
①ご契約時における注意事項（告知義務）
ご契約時には、告知事項について、事実を正確にお申し出ください。ご契約者または被保険者には、ご契約時に告知事項について事実を正確に申し出ていただ
く義務（告知義務）があります。契約申込書に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契
約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。告知事項には、前年度の適用売上高、ご契約金額（1事故てん補限度額）、保管期間担保日数、同
種の危険を担保する他の保険契約の有無などがあります。
告知事項については、契約申込書に★印をつけていますので、詳しくは契約申込書・重要事項説明書をご覧ください。
②ご契約後における注意事項（通知義務）
ご契約後に、通知事項に該当する事実が発生した場合、ご契約者、被保険者またはこれらの者の使用人は、その事実の発生がご契約者または被保険者に責任が
ある事由による場合はあらかじめ、責任のない事由による場合は遅滞なく、取扱代理店または日本興亜損保に対して書面によりご連絡いただく義務がありま
す。（通知義務）通知事項について取扱代理店または日本興亜損保に対して書面によりご連絡いただけなかった場合やご契約内容の変更に伴い追加保険料が必
要となる場合に追加保険料をお払い込みいただけないときは、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますの
でご注意ください。通知事項については、契約申込書に★印をつけた事項の内容に変更を生じさせる事実が発生することなどがありますので、詳しくは契約
申込書・重要事項説明書をご覧ください。
③ご契約が解除となる場合について
告知義務違反があった場合や通知義務を怠った場合などの場合には、ご契約者に対する書面によるご連絡により、ご契約を解除させていただく場合があります。
解除に際しては、既に経過したご契約期間（保険期間）に対する保険料と既にお払い込みいただいた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただきます。

〒 100-8965 東京都千代田区霞が関 3-7-3
お客様サポート室　0120-919-498
受付時間 :平日の9:00 ～ 20:00/土日、祝日の9:00 ～ 17:00

（12/31 ～ 1/3 を除きます。）
ホームページアドレス　http://www.nipponkoa.co.jp

個々の輸送の保険責任の始期および終期は基本的に発送地における店舗・事務所などにおいて、輸送の目的をもっ
て貨紙幣類・有価証券の移動が開始された時から、通常かつ合理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所
などにて引き渡された時までとなります。輸送方法は次の場合に限ります。また、輸送方法に応じて保険責任の始
期および終期が定められています。

1 　鉄道貴重品扱、自動車貴重品扱、航空貴重品扱……
鉄道便、自動車便または航空便による輸送であって、
運送人に対し、貨物が貨紙幣類または有価証券であ
ることを告げて輸送を委託する場合をいいます。

2   携行便・護送便……
携行便とは、従業員の皆様などが小切手・手形などを常
時背広のポケットやカバンなどに入れて運ぶことをい
います。
護送便とは、携行便に社員やガードマンが護衛して運
ぶことをいいます。

3   書留郵便
（簡易書留を含み、特定記録郵便を含み
ません。）……
ご注意： 
 特定記録郵便は補償の対象となる輸送方法には含まれ
ません。本保険で郵便物を対象とされる場合は、特定記
録郵便ではなく、書留郵便・簡易書留にて郵送ください。

輸送方法と個々の輸送の保険責任の始期
および終期（この保険で補償する輸送区間）

この保険で補償する保管期間

事故が発生した場合は

被保険者の事業所構内
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