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運 送 保 険 申 込 み の こ 案 内
運送保険普通保険約款

下記の保険約款および加入料をご了承のうえ、お申込みになる運送保険は、楽天損害保険株式会社を幹事保険会社
としてお引き受けいたします。

第 1条 (保険金 を支払 う損害―費物に生 じた損害 )

(1)1考 会社は、この保険が付 けられた貨物 (以下「貨物Jと いいます。)

に生 じた次の損害に対 して、この約款 に従い、保険金 を支払います。
①  「オール・ リスク担保」条件の場合には、すべてのluJ然 な事故によっ

て4iじ た投害
②  「特定危険担保」条件の場合には、火災、爆発、 もしくは輸送川具

の衝突 転獲・脱線・墜落 不時若 沈没・座礁 座州によって生 じ
た損害 または共同海損脚 i損害

第 2条 (保険金を支払 う損害一費用の損害 )

(1)当 会社は、前条に定める損害のほか、次の費用の損害に対 して保険金
を支‡プ、います。
① 損害防 止費用

第23条 (損害防止義務)で定める損害防 止義務 を履行す るために必
要 または有益な費用をいいます。

② 救助料
当会社が保険金 を支フ、うべ きJヽ 故 (以下「保険事故」 といいます。)

が発生 した場合において、数助契約にもとづかないで貨物 を教助 した
者に支払 うべ き報酬をいいます。

③ 継搬費用
貨物 または輸送用具に保険事故が発生 した場合において、貨物 を保

険証券記載の仕向地へ輸送するために要 した費月](中 間地 における荷
卸 し、陸揚げ、保管 または再積込みの費用を含みます。)を いいます。
ただし、原運送契約によって運送人が負担すべ き費用、貨物について
通常要すべ き費用または被保険者が任意に支出 した費用を除 きます。

④ 共同海損分担額
運送契約に定めた法令または ヨーク・アン トワープ規則 もしくはそ

の他の規則 にもとづ き正当に作成 された共同海損精算書 によって、被
保険考が支フ、うべ き額 をいいますも

第 3条 (保険金 を支払わない損害―その 1)
(1)当 会社は、次のいずれかの事山によって生 じた損害 に対 しては、保険

金 を支型、いません。
① 保険契約者、被保険考、保険金 を受け取 るべ き考 またはこれ らの者

の代コ+l人 (こ れ らの者が法人である場合は、その法人の Ftif事 、取締役
その他の業務執行機関 を構成す る個 人を合み ます。)も しくは使用人
の故意 または重大 な過失。ただ し、 上記の代理人および使用人につい
ては② lこ掲 1デ る者 を除 きます。

② 貨物の輸送に従事する者が、保険契約者、被保険者 または保険金 を
受け取 るべ き者の代 ]lJ!人 もしくは使用人である場合には、これ らの者
の故意

第 4条 (保険金 を支払わない損害―その 2)
(1)晋 会社は、次のいずれかの事由によってJ二 じた損害 に対 しては、保険

金を支エア、いません。
① 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・ネ発・昇華
その他類似の事由

② 荷造 りの不完全
③ 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てただ し、保険契約者、被
保険者 またはこれ らの者の代ユΥ人もしくは使用人がいずれ 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。

① 運送の遅延
(2)当 会和:は、 (1)に 定める損害のほか、岡接損害 (第 2条の費

"]の

1員書
を除 きます。)で こ対 しては、保険金 を支払いません。

第 5条 (保険金を支払わない損害―その 3)
(1)当 会社は、次のいずれかの事山によって生 じた損害に対 しては、保険

金 を支払いません。
① 戦争、内乱その他の変乱
② 水 Lま たは水中にある魚雷 または機需の爆発
③ 公権力によると否 とを問わず、捕獲、だ捕、抑留 または押収
④ 検疫 または⑥以外の公権力による処分
⑤  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
⑥  10人以上の群衆・柴国の全部 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・集回の 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

⑦ 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・アイツ トープ (ウ ラン、 トリウム、プル トニウムおよび
これ らの化合物 ならびにこれ らの合有物 は含み ません。)の原 子核反
応 または原 子核の崩壊 を除 きます。
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の事故によって生 じた損害 に対 しては、保険金 を支Jア、いません。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統する間に生 じた
損害は、前段に掲げる事故によって生 じたもの と推定 します。

第 6条 (保険価額 と保険金額 )

(1)保険価額は、費物の仕切状面価額 (注 )ま たは発送の地および時にお
ける価額 を)J生 準 として、保険契約 を締結 した時 に、当会社 と保険契約者
または被保険者 との間で l′l定 した畜llと し、保険契約締結の際、保険金額
が貨物の価額 を超 えていた場合であって も、保険契約者は、その超過部
分について、この保険契約 を取 り消す ことはできません。

(2)あ らか じめ保険価額 を紘定 しなかった場合は、保険価額は保険金額 と
同額 とします。ただし、
① 当該保険金額が仕切状面価額 (仕 切状面価額が運送賃、保険料その

他の諸掛 りを合んでいない場合は、 これ らを加算 した額 をいいます。
以下同 じ。)(注)に 、その10%に 相 当する金額を加算 した額を超 える
場合は、保険金額および保険価額 はいずれ もその超過部分について無
効 とします。

② 当該 f本険金額が仕切状面価額 (注 )よ り著 しく低 い場合は、保険価
額は仕切状面価額 と同額 とみな します。

(3)仕りJ状がない場合は、貨物の発遂の地および時における価額に仕向地
までの運送賃、保険料その他の諸掛 りを加算 した額 を前項の仕切状面価
額 (注 )と みな します。
(注)仕切状面価額 とは、仕切状や納品書 に記載 された価額のことをい

います。
第 7条 (保険責任の始期および終期 )

会社の保険責任は、輸送開始のために、貨物 が保険証券記載の発送
おける保管場所から搬出 された時 またはその保管場所において貨物

の輸送用具への積込みが開始 された時のいずれか早い時に始 まり、通常
の輸送過程 を経て、貨物が保険証券 I:こ 載の仕向地 における荷受人の指定
した保管場所に祉入 された時 またはその保管場所において輸送用具か ら
市卸 しされた時のいずれか遅い時に終わ ります。ただ し、輸送用具が仕
向地における荷受人の指定 した保付場所に到着 した後の担保期間は、輸
送用具が到者 した日の翌 日の正午をもって限度とします。

(2)(1)の 本文の規定にかかわ らず、積込港において貨物が海上輸送川具
に積込 まれる前のれ保期間は、貨物の保険証券記載の発送地における保
管場所か らの報出が開始 された日またはその保管場所における輸送用具
への積込みが開始 された日のいずれか早い日の翌 日の午前*時か ら起算
して15日 間 (発迷地が積込港以外の地であるときは30日 間)を もって、ま
た、荷卸港において貨物が力上輸送用具か ら荷卸 しされた後の担保期間
は、貨物の荷卸 しが完 rし た日の翌 日の午前零時から′Lこ算 して 15日 関 (仕
向地が荷卸港以外の地であるときは30日 間)を もって、限度 とします。

(3)(1)の 本文の規定は、搬出 された、もしくは積込みが開始 された女 4勿

の部分 ごと、または搬人 された、もしくは荷卸 しされた1単物の部分ごと
にこれを適用 します。

第 8条 (危険の変更・増加のときの通知義務 )

(1)保険契約考、被保険者 またはこれ らの者の代ユ■l人 もしくは使用人が保
険契約締結の後、次のいずれかに該当す る葺f実が発生 した場合には、保
険契約者 または被保険者は、李実の発生がその責めに帰すべ き事山によ
るときはあらか じめ、責めに帰す ことので きない事由によるときはその
発生 を知 った後、遅滞なく、その旨を当会社に中 し出て、承認 を請求 し
なければなりません。ただし、その事実がな くなった場合や切迫 した危
険 を遊 けるため、または人命教助 もしくは輸送用具上にある者の緊急の
医療のために必要 となった場合を除 きます。
① 保険証券記載の発送地、積込港、荷卸港 もしくは仕向地 を変 ;こ し、

もしくは変更 しようとしてその実行に着手したこと、または輸送用具
が順路外へIIた こと.

② 貨物が保険証券記載の輸送用具以外の ものに積込 まれ、または積替
えられたこと。

③ 輸送の開始または遂イ子が著 しく遅延 したこと。
④ 輸送用具 を日本国または外国の法令に違反する目的のために使用 し、

または使用 しようとしてその実行に者手 したこと。
⑤  上記①か ら④ までの事実のほか、保険契約中込書の記載事項の内容

(付属の書類等がある場合 はこれ を含み ます。)に 変更 を生 じさせ る
事実 (保険契約中込書の記載・JI項の うち、保険契約締結の際に当会社
が交付する書面等において この条の適用がある事項 として定めたもの
に関す る事実 に限 ります。)が 発生す ること、または危険の者 しい変
更または増加があったこと.

(2)(1)の 事実がある場合には、当会社は、その事実について承認請求苦
を受領 したと否 とを問わず、1呆 I険 契約者に対する書 Fliに よる通知 をもっ
て、この保険契約 を解除することができます。

(3)(2)の 規定は、当会社が (2)の規定による解除の原因があることを
知 った時か ら 1か 月を経過 した場合 または (1)の事実が生 じた時か ら
5年を経過 した場合には適用 しません。

(4)(1)に 規定す る手続 きを怠 った場合 には、当会社 は、(1)の事実が
発生 した時 または保険契約者 もしくは被保険者がその発生を知 った時か
ら当会社が承認語求書を受領するまでの間に生 じた第 1条 (保険金 を支
払 う損害一貨物に生 じた損害)お よび第 2条 (保険金 を支払 う損害―賞
用の損害)の事故による損害に対 しては、保険金を支払いません。ただし、
(1)の①、② または⑤に規定す る事実が発生 した場合において、変更後
の保険料率が変更前の保険料率より高 くならなかった場合を除 きます。

(5)(4)の 規筵は、(1)の事実に基づかずに発生 した第 1条 (保険金を
支 Jア、う損害―貨物 に生 じた損害)お よび第 2条 (保険金を支↓ア、う損害―
費用の損害)の事故による損害については適用 しません。

(6)(1)の 規定によって、当会社が通欠11を 受けこれを承諸 したときは、当
会社は (1)の いずれかの事実があった時か ら相 当の制増保険料 を徴収
することがで きます。

第 9条 (野積み等の貨物の取扱い )

(1)当 会社は、本条を適用 しない旨の特約がある場合 を除 き、次の損害 に
対 しては「特定危険狙保」条件のみで保険 に付けられたもの とみなして
保険金 を支払います。
① 貨物が,予 積み されている間に生 じた損害
②  貨物が疱Fヽ舶 または、はしけの甲板上に積 まれている間に生 じた■1害
① 貨物 が被覆の完全でない輸送用具 (船手l白 およびはしけを除 きます。)

に積 まれている岡に41じ た損害。ただ し、その輸送用具の被獲が完全
であったとしても生 じたであろう損害 を除 きます。

(2)(1)の 規定は、次の場合には適用 しません。
① 貨 '1少ノJが 密閉式の金属製または強化 プラスチ ック製 コンテナに収容 さ

れている場合。
② l呆 険契約著、被保険者 またはこれ らの考の代ユIキl人 もしくは使用人が

いずれ も (1)の① か ら⑤ までの事実 を角I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 .

① 保険契約 者、被保険常 またはこれ らの者の代理人もしくは使用人の
うち、(1)の ①から③ までの事実 を知 った者が遅滞なくこれ を当会イJ:
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の承諾 を得て、相 当の制増保険料を支払 った上,ノ′合。

保険契約締結の当時、保険事故が既 に生 じていることを保険契約者 また
は被保険者が匁1っ ていた場合 または、保険契約者が、保険金を不法に取得
す る日的 または第 二者に保険金を不法に取得 させ る目的をもって締結 した
保険契約は無効 とします。

第 11条 (保険契約者の住所変更 )

保険 =ンと'約者が保険証券言E載の住所 または通知先 を変更 した1タノう合は、保険
契約者は、迷滞なく、その旨を14会社に通角Iし なければなりません。

第 12条 (保険契約の失効 )

(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発
生 した時に保険契約はその効力を失います。
① 貨物の全部が滅失 した場合。ただ し、第31条 (保険金支払後の保険

契約)(1)の規定により保険契約が終 了した場合を除 きます。
② 貨物が譲渡 された場合

(2)(1)の 規定により、おのおの別に保険金額を定めていた貨物 が 2以 上
ある場合には、それぞれの費物 ごとにこれを適用 します。

楽天損害保険株式会社

やマト運輸本朱式会社

運 送 保 険 加 入 料 表
(1送り状あたり30万円を超える貨物に適用)

(輸送区間)日本国内各地相互間

上記の力日入料表に記載のない荷物の場合は、楽天損害保険株式会社とその都度協議のうえ
その条件 力l入料を取り決めます。

(※ )ただし、最低加入料は1送り状 (発送原票)につき50円です。

○この加入料表は小口貨物運送保険で除

外された荷物で、 トラック、鉄道輸
送 (各フェリー航送を含みます。)、 各連

絡運輸扱いおよび航空輸送されるもの
に適用されます。

○沖縄県への仕向荷物でフェリー航送に

よる場合の加入料|よ、左の表の各10円増
となります。

○この保険では、次の荷物は原則、お引
き受けできない荷物となつております。

ただし、別途条件を定め、お引き受け
する場合があります。

①貨紙幣類・小切手・有価証券その他
これらに準するもの

②金・銀・白金の地金

③美術品、骨とう品、宝石類

(お引き受けする場合でも、修繕後の
「格落ち損害」については保険金をお

支払いできません。)

④家畜および生動物

⑤生鮮食料品および青果物

○ばら積貨物およびこれに準するものの
お引き受けは国内運送保険標準料率表の

条件 料率に従しヽます。
事
社

幹

会
受
険
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1.運送保険加入の申込み手続き

運送保険のお申込みをされる場合は、ヤマ ト運輸の送り状の所
定欄に必要事項を記入し、運送保険「要・不要」欄の「要」の文
字をOで囲んでください。

なお、運送保険が不要の場合も必ず「不要」の文字を○で囲んで
ください。

2.保険約款

保険責任の始期および終期、保険金を支払う損害の範囲、事故
発生の通畑、保険金請求等に関しては、運送保険普通保険約款
および特別約款の定めるところによります。

3.加 入 料

下記に掲示した運送保険加入料表に基づいて計算した額としま
すど

4.加入料の支払い

加入料は、原則、保険のこ加入と同時にお支払いいただきます。

5.補償金額

保険事故で保険会社がお支払いする最高限度額です。

6.お支払いする保険金

補償金額を最高限度額とし、荷物が被つた実際の損害額をお支

払いしますが、損害額の算出方法は荷物の時価額 (注)が基準と

なります。荷物の時価額 (注)を超える補償金額でこ加入いただい
ても、超過部分の保険金は支払われません。

(注)荷物の価値を金銭的に評価した価格です。荷物の時価額を

確認する資料として納品書等がありますが、それらがない

場合は発送地の市価 (時価)となります。

7.事故の通知

万―事故が起きたときは、ます最寄のヤマ ト運輸へすみやかに
ご連絡ください。

8.保険証券および保険引受証

特にお申出のない限り、保険証券は発行しヽたしません。また、

送り状をもって保険力l入書および保険引受証といたします。

(加入成立時にお渡しする送り状は、保険法第 8条に定める契約
締結時の書面に該当しません。)

9,引越荷物運送保険

引越荷物運送保険をお申込みの場合は、ヤマ ト運輸へお問い合
せください。

10そ の 他

(1)保険約款および加入料等について、こ不明な点は、ヤマ ト
運輸または楽天損害保険までお間い合わせください。

(2)お 申込みをされる場合は、店頭に備付けの「重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報)」 の内容と、こ要望に沿つた力ll入

内容であることをご確認いただき、「個人情報の取扱い」に
同意のうえ、お申込みください。

運送保険申込みにあたってのこ注意

保険の対象 (対象質物)
力l  入   料
補償金額1万円につき

補 償 の 内 容

一 般 貨 物

機械類・易損品

(機械 電気製品 家具 楽器類)

特 別 易 損 品

(陶磁器 ガラス製品 石膏製品)

10円 (※ )

0オール リスク担保

0運送保険普通保険約款付

0実損払い特別約款付

●引越荷物運送保険特別約款付

(イ固人の引越荷物に限ります。)

写l 越 荷 物 20円 (※ )

ただし、欄外に:E載の告項目の内容により引き受けます。

取扱代理店

279182■ CP18-,1(運 )2018/067,000(KY)



第 13条 (保険契約の取消 し)

保険契約者 または被保険者の許欺 または強迪 によちて当会社が保険契約
を締結 した場合には、当会ィJ:は 、この保F尖契約 を1猟 り消すことができます。

第 14条 (保険契約者による保険契約の解除 )

保険奨絢者は、当会社に対す る占敵iに よる道知 をもって、この保険契約
を解除す ることができます。ただし、,t険 金請求権の Lに質権 または譲 i皮

担保権が設定 されている場合は、この解除権 は、質権者 または譲渡担保 4´ F

者の苦面による同意 を得た後でなければ行使で きません。
第 15条 (告知義務 )

(1)保険契約者 または被保険者になる者 またはこれ らの者の代ユ‖1人 は、保
険契約締結の除、保険契約中込書 (l、」llデ、の書類等があるナ歩ザ合はこれを含
み ます.)の 記 比ヽ事項について、当会社 に事実 を正確に告げなければな
りません。

(2)当 会社 は、保険契約締結の際、保険契約者 または被保険考 またはこれ
らの者の代理人が、保険契約中込書 (付属の書類等がある場合はこれを
含み ます。)の 記載事項 について、故意 または重 大な過失によって事実
を告 げなかった場合 または事実 と哭なることを告げたナィタザ合は、保険契約
者に対する書面をもって、この保険契約 を解除することがで きます。

(3)(2)の 規定は、次の①からひ までのいずれかに該当する場合は適用 し
ません。
① (2)に 規定する事実がなくなった場合
②  当会社が保険契約締結の除 、(2)イ こ規定する事実 を知 っていた場合

または過失によってこれを知 らなかったJタザ合 (当 会オヽJフ)た めに保険契
約の締結の代J甲 を行 う者が、事実 を告げることを妨 げた場合または事
実 を告げないこともしくは事実 と異 なることを告げることを勧めた場
合 を含みます .)

① 保険契約者 または被保険者が、第 1条 (保険令を支 Jム う1畳害―貨物
に生 じた損害)お よび第 2条 (保険金を支払 う損害一費用の損害)の
事故 による損害の発生の前に、保険契約中込書の記 1(文事項 (l、l属 の書
類守がある場合はこれを含み ます。)に つ き、書面 をもちて言]正 を当
会社に中 し出て、当会社がこれ を承認 した場合。なお、当会社が言∫エ
の中出を受けた場 合において、その訂正 を中 し出た事実が、保険契約
締結の際に当会社 に告げられていたとして も、当会社が保険契約を締
結 していたと認められるときに限 り、これをネ扁忍するもの とします。

④ 当会社が、(2)の 規定による解除の原因があることを知 った時か ら
1か 月を経過 した場合 または保険契約締結 f時 か ら 5年 を経過 した場合

(4)(2)に 規定する事実が、当会社 が保 F灸契約中込書において定めた危険
(損害の発生の可能性 をいいます。)に 関する重要な事項 にlttl係 のない

ものであった場合には、(2)の規定 を適 ,1」 しません。ただ し、他の保険
契約等に関する李項については、(2)の 規定を適用 します。

(5)(2)の 規定による解除が第 1条 (保険金を支!ア、う損害―貨物 に生 じた
損害 )お よび第 2条 (保険金 を支″、う損害

=費
用の損害)の 事故による

損害の発生 した後にな されたナ歩サ合であって も、第 17条 (保険契約解除の
効力)の規定にかかわ らず、当会社 は保険金 を支払い ません。 このテ歩ノ′合
において、既 に保険金 を支払 っていたときは、当会社 は、その返選 を請
求す ることがで きます。

(6)(5)の 規定は、(2)に 規定す る事実に基づかずに発生 した第 1条 (保
険金 を支寸ナ、う損害―貨物に生 じた損害)お よび第 2条 (保険金 を支・l′、う
損害一費用の損害)の事故による損害については適用 しません。

第 16条 (重大事由による解除 )

(1)当会社は、次のいずれかに該当する事曲がある場合には、保険契約者に
対する書面による遊知をもって、この保険契約を解除することができますぐ
① 保険契約著 または被保険者が、当会社 にこの保険契約に基づ く保険

金 を支払わせ ることを日的 として損害 を生 じさせ、 または生 じさせ よ
うとしたことっ

② 被保険者が、この保険契約にたにづ く保険金の話求につ いて、詐欺 を
行い、または行お うとしたこと。

③ 上記① および② に掲 げるもののほか、保険契約者 または被保険者
が、上記①およびOの事由がある場合 と同程度に当会社の これ らの者
に対する信頼 を1畳 ない、この保険契約の存続 をl本 難 とする重大な事山
を生 じさせたこと。

(2)(1)の 規定による解除が第 1条 (保険金 を支・1_ア、う損害―貨物 に生 じた
損害)お よび第 2条 (保険金 を支払 う損害一費用のJドt害 )の 可f故 による
損害の発生 した後に (1)の規定 による解除がなされた場合であって も、
第 17条 (保険契約岬除の効力)の 規定にかかわらず、(1)の ①か ら③ ま
での事山が生 じた時か ら解除がな された‖寺までに発生 した第 1条 (保険
金を支・Iア、う損害―貨物 に生 じた損害)お よび第 2条 (保険◆を支V、 う損
害―費用の損害)の 事故による損害 に対 しては、当会社は、保険金 を支
子.ア、いませんtこ の場合において、既 に保険金 を支 Jア、っていたときは、当
会社は、その返達を詰求することがで きます。

第 17条 (保険契約解除の効力 )

保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生 じます。
第 18条 (保険料の支払い )

保険契約者は、保険契約締結の際、保険料の全額 を支払わなければな り
ません。ただ し、別途取決めた場合 を除 きます。

第 19条 (保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合 )

(1)第 15条 (告 角I義務)(1)1こ より告げられた内容が事実 と異なるユ′ク,合 に
おいて、保険料率 を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保
険料率 と変更後の保険料卒 との差 に基づ き計算 した保険料 を返道 または
請求 します c

(2)第 8条 (危険の変更 ‐増加の ときの通知義務)(1)の事実が生 じた場
合において、保険料率 を変更す る必要があるときは、当会社は、変更前
の保険料率 と変更後の保険料率 との差に基づ き、同条 (1)の il実 が生
じた時以降の期間 (保険契約者 またはヤ♂t保険 ギ./の 中出に基づ く、同条
(1)の 事実が生 じた時以降の期間 をいいます.)に対 し計算 した保険料

を返逮 または請求 します .

(3)当 会社 は、保険契約者が L記 (1)ま たは (2)の 規定による追加保険
料の支孝ナ、を怠 った場合 (当 会社が、保険契約 者に対 し追加保険料の詰求
を したにもかかわ らず相 当の期間内にその文 1_ア、がなかった場合にI長 りま
す。)は 、保険契約者 に対する書面 による通知 をもって、この保険契約
を解除す ることがで きます。

(4)(1)ま たは (2)の 規定による追加保険料 を請求す る場合において、
(3)の規定によりこの保険契約 を解除できるときは、当会社は、保険金
を支 Jノ、いません。 この場合において、既 に保険金を支 V、 っていたときは、
当会社は、その返還 を言と求す ることがで きます。

(5)(4)の 規定は、第 8条 (危険の変更・増加のときの通知義務)(1)ο )

事実が生 じた場合における、その危険増ブ」Iが 4:じ た時より前に発生 した
保険事故による■1害 については適用 しません。

(6)(1)お よび (2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が普面 をも
って保険契約の条件の変更 を当会社 に通知 し、不認の請求 を行い、当会
社がこれ を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、

当会社は、変更前の保険卜Iと 変更後の保険利 との差に基づ き計算 した、
米経過期間に対する保険利 を返還 または請求 しますィ,

(7)(6)の 力と定による追加r呆険料 を善fと 求す る場合において、当会社の話求
に対 して、保険契約者がその支フ、を怠 ったときは、,tF灸 契約条件の変更
のホ認の話求がなかったものとして、この保険契約に適用 される普通保
険約款および特約に従い、物t険 金 を支払います。

第20条 (保険料の返還―保険契約の無効または失効の場合 )

(1)第 10条 (保険契約の無効)の規定により保険契約が無効 となった場合
には、当会社は、保険トトを返還 しません。

(2),t険 契約が失効 となるナ歩ノV合であって も、当会社は、保険料の企額 を1供

得す ることがで きるもの とします。
第21条 (保険料の返還―保険契約の取消 しの場合 )

第 13条 (保険契約の取消 し)の大lヒ 定により、当会社が保険契約を取 り消
した場合には、音会社は、保険料を返遺 しません。

第22条 (保険料の返還―解除の場合 )

(1)第 15条 (告知義務 )(2)、 第 8条 (危険の変更 増加の ときの通角1義

務 )(2)、 第 16条 (重 人事由による解除)(1)ま たは第 19条 (保 F灸料の
返逮 または請求―告知義務 通知義務等の場合)(3)の規定により、当
会社が保険契約を解除 した場合には、当会社は、保険料 を返道 しません。

(2)第 14条 (保険契約者による保険契約の解除)の 規定により、保険契約
七が保険契約 を解除 した場合であって も、当会社は、保険卜1の 金額 を取
得することがで きるものとします。

第23条 (損害防止義務 )

(1)保険契約者、彼保険者 またはこれ らの者の代r里 人 もしくは使用人は、
保険事故の発生 したことを知った場合は、■1年子の発生および拡大の防 止・

|十
(減に努めなければなりません。保険契約者、被保険者 またはこれ らの

者の代理 人もしくは使用人が損害の発Jiお よび拡大の防止 軽減 を怠 っ
た場合は、当会社は、次の算式において算 JIし た額 を基礎 として、保険
金の額 を決定 します。

第 1条 (保険金を支払 う  損害の発生および拡
場 合―貨物 に生 じた損害)一 大 を防 止す ことがで =授 害の額
の 1li敗 1こ よる!員 害′)額     きたと認 ら,と る額

(2)保険契約者、被保険者 またはこれ らの者の代Fil人 もしくは使用人は、
第ニイ (他 人のためにする保険契約の場合の保険契約者な らびにその代
理人および使用人を含ノメます。以下同 じ。)に 対 して、損害 について賠
償、袖償その他の給 l、lを 話求することができるJ場 合には、その話求椎の
行使 または保存に努めなければな りませんε保険契約者、被保険者 また
はこれ らの者の代 }ll!人 もしくは使用人が第■辛fに剰す る請求権の行使 ま
たは保存に必要な手続 きを怠 ったときは、当会社 は、その詰求権の行使
によって、第二者か ら給付 を受 けることがで きたと認め られ る額 を損害
額か ら控除 した残額 を基礎 として、保険金の額 を決定 します。

第24条 (事故の通知 )

(1)保険契約者 または被保険者は、貨物 について損害が生 じたことを知 っ
た場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容 (既 に
他の保険契約等か ら保険金の支払 を受けた場合には、その事実を含み ま
す。)を 当会社に遅滞なく通知 しなければなりません .

(2)貨物 について損害が41じ た場合は、当会社 は、ホ故が生 じた貨物 また
は事故現場 を調査することができます。

(3)保険契約者 または被保険者が、正当なI里 由がな く (1)の規定に達反
した場合は、当会社 は、それによって当会社が被 った損害の額 を差 し引
いて保険金 を支払います。

第25条 (保険金の請求 )

(1)当 会社に対す る保険金請求権は、保険事故による損害が発生 した時か
ら発生 し、これを行使することができるもの とします。

(2)被保険者が保険金の支 Jア、を請求する場合は、次の書類 または証拠の う
ち、当会ネhが 求めるものを当会lLに提出 しなけ才■1ゴ なりませんて
① 保険金の甜求書
② ■1害 見積書
③ その他当会社が第26条 (保険金の支Jム時期)(1)1こ定める必要な甘I

頂の確認 を行 うために欠 くことので きない書類 または証子たしとして保険
契約締結の1祭 に当会社が交 |ヽlす る工1面 等において定めたもの

(3)当 会社は、事故の内容 またはJ卜t筈 の額等に応 じ、保険契約者 または校
保険者 に対 して、(2)に 掲げるもの以外の書類 もしくは証拠の提出 また
は当会社が行 う調査への l′

ノ払力を求めることがあります。 この場合には、
当会オLが求めた書類 または訂L拠 を速やかに提出 し、必要な脇力をしなけ
ればなりません .

(4)保険契約者 または被保険考が、正当な }二伊由がな くて (3)の規定に注
反 した場合 または (2)も しくは (3)の き類 に事実 と共 なる記

“

比をし、
その書類 ,証拠 を偽造、変造 した場合は、当会社 は、それによって当会
社が被った損害の額 を差 し引いて保険金 を支払います。

第26条 (保険金の支払時期 )

(1)当 会社は、被保険者が第 25条 (保険金の詰求)(2)の手続 きを完 了し
た日 (以 下この条 において「請求完 了日Jと いいます。)か らその 日を
含めて30日 以内に、当会社が保険金を支↓_′ うヽために必要な次の事項の1確

認 を終 え、保険金 を支払います。
① 保険金の支フ、事山発生のイJ無の確認に必要な事項 として、事故の原

因、事故発 4二の状汐と、損害発生の有匁および被保険者に該当する事実
② 保険金 が文払われない事由の有無の確認に必要な事項 として、保険

金が支払われない留I山 としてこの保険契約において定める彗f山 に該当
する事実の有無

0)保 険金を算llす るための確認に必要 な事項 として、損害の組 (保険
価額 を含みます。)お よび事故 と損害 との関係

④ 保険契約の効力の有無のれ竹:認に必要な J「項 として、この保険契約にお
いて定める解除、無効、失効または取消 しの事由に該 Y4す る事実の有無

③  L記①か ら① までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害
について被保険者が有す る損害賠Tt請 求稚その他の債権および凱 に取
得 したものの有無および内容等、当会社が支・lア、うべ き保険金の額 を確
定す るために確認が必要な事項

(2)(1)の れ拓:認 をするため、次に掲 げる特別な照会または調査が不可欠な
場合には、(1)の規定にかかわ らず、当会社は、請求完 了日か らその日
を含めて玖の①か ら③ まで掲 げる日数 (後数に該 当する場 合は、その う
ち最長の 日数)を 経過す る日までに、保険 令を支払 います。この場合に
おいて、当会社 は、預t言忍が必要な事項およびその確認を終 えるべ き時期
を被保険者に対 して通知す るもの とします

`

0 (1)の ①から① までの事項を確認するための、警察、検察、消防その
他の公の機 礫|に よる捜査  lJl査結果の照会 (弁誰■法 (昭和124年 法律
第205号 )1こ 慕づ く

"ヽ

会その他法令に基づ く照会を含み ます。)180日
② (1)のこか ら① までの事項 を確認す るための、専門機 I則 による鑑定

等の結米のケ無会  90日
3)災 害数助法 (昭和22年法律第 H8号 )が適用 された災害の被災l也 域

における (1)の 十f)か ら0ま での事項の

“

認のための ,電 査 60H

Q (1)の ⊂か らC)ま での事項の碓馬忍を日本III内 において行 うための代
替的な手f覺がない場合の日本国外における調査 180日

C 損害 を受けた保険の対象 もしくは損害発生再f山 が特殊である場合 、
または、損害 が l′、他 |キ 1に わた り同一事故 による多数の被保険者 が存
在す る

'/′

ノツ合等 、事故形態 が特殊 である
'歩

ノJ合 において、(1)の ①か ら
① までの事項 を確認するための専門鑑定機″)]に よる鑑定等の結果の照

180日
(3)(2)の 1)か ら0ま でに掲 げる特別な照会 または調査 を開始 した後、こ

れ ら各掲に|[「Jlず る期FUittに 保険金 を支 J́_′、う見込ノメがないことが Iり]ら かに
なった場 合に 1よ 、 当会lLは 、 こアとら各号 にす

=コ

げる期間内に被保険者 との
脇議による合意に基づ きその期間を延長することがで きます。

(4)(1)か ら (3)ま でに掲 げる必要な事項の確認に際 し、保険契約者 ま
たは″/又保険 者が正当な型山なく当該確認 を妨げ、またはこれに応 じなか
ったユ′場合 (必要 な協力を行わなかった場合 を合み ます。)に は、これに
より確認が遅延 した期間については、(1)か ら (3)ま での期間に算入
しないもの としますこ

第27条 (時効 )

保険金請求権は、第25条 (保険金の請求)(1)1こ定める時の▼ 日から起
算 して 3年を経過 した場合は、時効によって消滅 します .

第28条 (全損 )

(1)貨物の全部が保険事故によって次の状態 になったときは、貨物 に /ナ` 損
があったものとします。
① 貨 1/ノノ′が滅失 したかまたはこ才tに 類す る大損害 を受けた〕タザ合。
C 被保険者が貨物 を喪夫 して恒1収の見込みがない場合。
C 貨物 を保険証券記革文の仕向地へ輸送する方法がなくなった場合ど
C 第 2条 (保険金を支払 うJとミ害 ~費 用の損害)に 定める各費用の見積

額の合計額が、女物がtti向 地 に到着 したな らば有す るであるう価額 を
超 える場合 4

(2)貨牛勿を積 ,I文 している殉台力白または航空機の行方が最後の消 自、のあった日
か ら起算 して30日 間不明である〕ヵノ)合 は、保険事故によって貨物に全損が
あったもの とします。ただし、その行方不明が保険事故以外の事故によ
るもの と推定 される場合を除 きます。

(3)貨物 が複数の鉄道耳t両、 に1すブJ車 、れ台1白 、 1よ し1)ま ナ_は航空機 に分載 さ
れている期間中は、その貨物は 1両、 1台、 ]隻または 1機ごとに各別に
保険にl、lけ られたものとみなして、(1)お よび (2)の 規定を適用 します .

(4)こ の保険契約においては、被保険者 は貨物 を当会社に委付することが
できません。

第29条 (残存物に関する権利の取得 )

(1)貨物が仝扱 となった場合において、当会社が保険金額の全部 を支払 っ
た場合は、当会社は、保険金額の保険価額 に対す る割合で、貨物 につい
て被保険者が有 している所有権およびその他の物権 を取得 します。ただ
し、当会社がその権利 を取得 しない旨の意思 を表示 して保 I険金 を支 }́ノ、っ
た場合は、当社に杉 H伝 しません。

(2)貨物の一部について損害が生 じ、当会社がその部分に対する保険金額
の制当額の全部 を支払 ったときは、その部分 について (1)の肌定 を準
用 します。

第30条 (損害賠償請求権その他の債権の取得 )

(1)当 会社が保険金を支 V、 った場合 、当会社は、次の うちいずれか少ない
額 を限度 として、損害が生 じたことにより被保険者が損害賠償話求維そ
の他の債権 を取得 したときは、その債権 は当会社 に移転 します。ただ
し、イレ転するのは、次の額 を限度 とします。
C 当会社が損害の額の金額 を保険金 として支払った場合

被保険者が取得 した債権の仝額
② 上記①以外の場合

校保険者が取得 した債椎の額か ら、保険金が支払われていない損害
の額 を差 し引いた額

(2)(1)の ②の場 合において、当会社に移転せずに被保険者が引 き統 き有
する債不在は、当会社に移 1吸 した償権 よりも優先 して弁済 されるものとし
ます。

(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する (1)ま たは (2)の
技権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要 とする証拠 およ
び書類の入子に協力 しなければな りません。この場合において、当会社
に協力するために必要な費用は、当会社の負担 とします。

第31条 (保険金支払後の保険契約 )

(1)貨物 に第28条 (全損)の①か らCま でに定める全損があった場合は、
保険契約は、その保険金支可ムの原四 となった損害の発生 した時に終 了し
ます。

(2)(〕 )の場合 を除 き、当会社が保険金 を支塑、ったチッ場合においても、この
保険契約の保険金額は、減額す ることはありません。

(3)(1)の 規定により、保険契約が終了 した場合には、当会社は保険料 を
返迷 しません。

(4)お のおの別に保険金額 を定めた貨物が 2以 上ある場合に Iよ 、それぞれ
について、(1)か ら (3)ま での規定 を適用 します。

第32条 (全損 となった貨物上の権利 と義務 )

(1)第 29条 (残存物に関する4FF利 の取得)の場合において、貨物に対 して
留置椎、先取特椎、質椎 、抵 当椎、質侍椎 、その他の権利が存在す る場
合、または損害 をうけた貨物 を取 り除 く義務その他 その貨物 に関する義
務が存在する場 合には、被保険者は、遅滞なくその明剤Hを 当会社に通知
しなければなりません。

(2)彼保険者は、(1)に 定める権利 を消滅 させなければなりません、これ
に要す る金額および費用 または (1)に定める義務 を履行するために要
する金額および費用は、彼保険者の負担 とします。

(3)晋 会社が (2)ク )金額および費用を支V、 った場合、または将来支払 う
必要があると認めた場合は、当会社は、支払 うべ き保険金の額か らこれ
らを推除す ることがで きます。

第33条 (分損の計算方法 )

(1)負物 の全部 または 部が、保隙事故 によって損傷 を被 って仕向地 に
到者 したときは、損傷 を被 らないで剣者 したならば有 したであるう価額
(以下 「 ll lJ「 市価Jと いいます。)と 損傷 した状態で有す る価額 (以下

「損品 市価」 といいます。)を もとに次 の算式 によって算出 した額 をJ_員

省額 とします。

損害額=管跨郷雷暴
たは×

(2)輸入税、消費税、その他の税金が課せ られ る貨物 については、これ ら
の税金 を含めた価仙 を正品市価 または損品市価と します。

(3)当 会社 と被保険者 との問で、横品 市価 につ いて協定が ととのわない
場合には、被保険者の勘定で授傷 を被 った貨物 を売封Jし 、その売却代金
(税金 を買主の負担 としたときはその額 を加算 し、また、売ジ寸]に 要 した

費川はこれを控除 しません。)を損品市価 とみな します。
(4)(1)の 規定にかかわらず、貨物の ラベルに損害が生 じたときは、その

ラベルの代替費 (再 ちょうl、J費 を含ノメます。)を 、また女物 が機械類で
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ある場合には、その損害部分の代替部品購入代金、修結費および部品賊
人に係わる運送賃 を合算 した額 (貨物の関税の全額が保険価額 に合 まれ
ていた場合に限 り、代啓部押1附人のため文,、 われた関税があれ 1ぎ これを
加

=fし
ます。)を !4会 社が支払 うべ き保険金の限度 とします。 このチ歩ノブ合

においても第35条 (保険金の文仏額の限度)の規定 を適用 します。
第34条 (支払いを免れた垣送賃その他の費用の控除 )

保険価額 に運送賃その他の費用が含まれている場合において、損害発生
のために被保険考がこれ らの費用の全部または 部について支″、いを免れ
たときは、当会社は、その費用を控除 した残額 を基礎 として、保険金の額
を決定 します .

第35条 (保険金の支払額の限度 )

(1)当 会社が保険金 として支払 う額 は、 1回の保険事故について保険金額
を限度 とします。

(2)(1)の 規定にかかわ らず、貨物が損害 を被 り、これを修結 または手正
ししない状態 において、さらに他の保険事故によって損害を被った場合
には、当会社が保険金 と して支,、 う額は、担保期 F日 中を通算 して保険金
額 を限度 とします。

(3)(1)お よび (2)の 規定 にかかわ らず、第 2条 (保険金 を支払 う■1

害一費用の損害)①に定める損害防 Jと 費用については、その費ナIJと その
他の保険金とを合算 した叡が保険金額 を超 えた場合でも、当会社は、こ
れを支 l′、います。

第36条 (一部保険の場合の保険金の支払額 )

保険金額が保険価額より低 いときは、当会社は、保険金組の保 F灸 価額 に
対する割合で保険金 を支払います。

第37条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 )

(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約 または共済
契約につき他の契約がないもの として算出 した支 lノ、うべ き保険金 または
共済金の額 (以下「支V、責任額Jと いいます。)の合計4氏 が損害額 を超 え
るときは、当会社は次のいずれかに定める額 を保険金 として支 Jア、います .

① 他の保険契約等か ら保険金 または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額

② 他の保険契約等か ら保険令 または共済金が支払われた場合
損害額か ら、他の保険契約等か ら支払われた保険金または共済金の

合苦1額 を老 し引いた残額っただ し、 この保険契約の支↓ノ、黄任額 を限度
とします .

第38条 (訴訟の提起 )

この保険契約に関する訴訟 については、日本国内における裁判所に提起
するものとします。

第39条 (準拠法 )

この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠 します。

重大事由による解除に関わる特別約款
第 1条 (保険契約の解除 )

当会社 は、次のいずれかに該当する事山がある場合には、保険契約者に
対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することがで きます。
(1)保険契約者 または被保険 =者 が、当会社 にこの保険契約に基づ く保険金

を支↓_ア、わせることを目的 として損害 を生 じさせ、または生 じさせ ようと
したこと。

(2)被保険者が、この保険契約に基づ く保険金の話求について、計欺 を行
い、または行おうとしたこと。

(3)保1検契約考が、次のいずれかに該当すること。
① 反社会的勢力 (注)に該当すると認め られること。
② 反社会的勢力 (注)に 封 して資金等 を提供 し、または便宜 を供

「
フす

る等の関与をしていると認められ ること。
③ 反社会的勢力 (注)を不当に不可用 していると認められること.

④ 法人である場合において、反社会的勢力 (注 )が その法人の経営 を
支配 し、 またはその法人の経営に実質的に関 与していると認め られ る
こと。

③  その他反社会的勢力 (注 )と 社会的に非難 されるべき関係 を有 して
ヽヽると言忍め ら才tる こと,‐

(4) (1)か ら (3)ま でに掲 1デ るもののほか、保険契約七 または被保 1険

者が、 (1)か ら (3)ま でワ)ど子手I土Iが あるナ易合と1司程度イこ当会社σ)こ 才ι
らの者に対する信オ貞を損 ない、この保険契約の存続 を困難 とす る重大な
事由を生 じさせたこと。

(イI:)暴力団、暴力団員 (暴力|』 員でな くなった日から 5年 を経過 しアょい
者を含みます。)、 暴力国イll構成員、暴力餌関係企業その他の反社会的
勢力をいいます r

第 2条 (被保険者に関する解除 )

当会社は、被保険者が第 1条 (3)①か ら⑤ までのいずれかに該 当す る
場合は保険契約者に対する書面による通知 をもって、この保険契約 (注 )

を解除することがで きます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係 る部分とします。

第 3条 (免責 )

(1)第 1条 または第 2条の規定による解除が1呆険事故による損害の発ノキし
た後にな された場合であって も、普通保 F灸約款第16条 (重大甘r山による
解除 )の規定にかかわ らず、第 1条 または第 2条での解除の原因 となる
事山が生 じた時から解除がな された時 までに発生 した保険事故 による損
害 に対 しては、当会社は、保険金 を支Jム いません。この場合 において、
既 に保険金を支払 っていたときは、当会社は、その返送 を語求す ること
がで きます .

(2)第 1条の規定により保険契約者 に対する解除がな された
'勿

t合において
も、前項の規定は次の損害については適用 しません t

① 第 1条 (3)①か ら⑤ までのいずれにも該当 しない被保険者に生 じ
た損キl‐

② 第 1条 (3)(1)か らr∋ までのいずれかに該当する被保険考が損害賠
償黄イ子を負キEし たことにより被るJR害

(3)前項にかかわ らず、普通保険約款 およびこの保険契約に何‖ されたそ
の他の特別約款で規定 された費用の損害に対する保険金の うち、第 1条
(3)①か らCま でのいずれかに該 当する保険契約者 または被保険者が

支出 した費用に刑 しては、当会社は保険金 を支払いません。
第 4条 (他の約款 との関係 )

この特別約款に規定 しない事項については、この特別約款の趣 旨に反 し
ない限 り、この特別約款が付帯 される普通保険約款および他の特別約款の
規定 を適用 します。

楽天損害保険株式会社
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