
工 事 現 場に置 いていた 工
事用資材が盗まれた

作 業ミスにより建 設 中 の
建物に損害を与えた

給 排 水 管 の取付ミスによ
り水 が 漏 れ、お 施 主さま
の家財を汚損した

工事用資 材 が 落 下し通 行
人がケガをした

工事中に、誤って工具を落
とし第 三者 の 駐 車 車 両を
傷つけた

建 設 中の 建 物が火 災によ
り全焼した

TSCは事業者の皆さまを幅広くサポートします！2018年版

※2019年2月5日申込まで
　中途加入も可能です。

TSCは、事業者の皆さまの万一への備えと将来への発展のために、各種サービスの提供および福利厚生の
増進を図ることを目的として設立した団体です。TSCの会員資格は、JBN登録事業者さまとさせていただきます。

2018年
3月25日から

2019年
3月24日まで

サービス期間

スケールメリットにより

割安な保険料で

コスト削減に貢献します!!

TSC会員さまだけ!!

たとえば、完工高1億円の場合 
専用保険 保険料

117,830円

TSC専用保険

<特約例>

福利厚生サービスも!!さらに

レジャー・カラオケ・
日帰り湯等

全国共通鑑賞券・
全国各地シネコン等

会員限定価格

36,000店以上の飲食店
や宅配ピザ等

最大50％OFF

業務サポートも!!

サクセスネットは損保ジャパン日本興亜と第一生命で共
同運営する企業の経営に役立つ情報提供サービスです。

3,000以上のビジネス情報、専門家によるコンサルティング
サービス、豊富な福利厚生のメニューなどを用意しています。

コンテンツ例

●ビジネス文書・法令文書（ジャプリック）
社会保険事務所や労働基準監督署など公的機関への提出書式を含
め約 2,000 種類のビジネス文書ひな型を無料でご提供します。

●ビジネスレポート
1,000 種類以上のレポートをホームページから請求いただけます。

※上記以外にもコンテンツをご用意しています。

メニュー例

最大70％OFF

TSCのサービスとは、TSC専用保険のほか福利厚生サービス・サクセスネットの利用を合わせたものをいいます。TSC 会員の方のTSC専用保険等の保険へのご加入は、任意加入です。

お問合わせ先    平日 午前9：00から午後5：20まで（年末年始を除きます）

TSC専用保険の内容確認・事故時の連絡先は

TEL.04-7170-4660
　　　　　　    TSC保険相談窓口（有限会社NEWs）

TSC加入申込手続きについては

TEL.03-6897-8815
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4 第二萬富ビル5階
　　　　　　    　　 TSC事務局（株式会社JBサポート）

TSC年間登録手数料＋専用保険  保険料例

TSC 専用保険への加入費用＝
TSC 年間登録手数料 + 各種保険料（TSCと各種保険に同時加入の場合） 
※ TSC 年間登録手数料および各種保険の保険料は、前年度決算時の完成工事高により異なります。

たとえば、
完工高1億円の場合

たとえば、
完工高3億円の場合

TSC年間登録手数料

TSC の サービス提供期間  は、
毎年 3月25日～ 3月24 日です。
●1年更新でご加入いただくサービスです。
●年間登録手数料は毎年の完成工事高により変

動いたします。

※中途加入の場合は、月割りとなります。
※年間登録手数料は消費税課税対象外です。

TSC加入の流れ(お見積りから申込み手続きまで）

サービス
開始

加入希望月の25日から

TSCの各種サービスと
TSC専用保険が開始します。

ご返送
加入希望月の15日までに

『ＴＳＣ専用保険加入
申込票』にご記入・押印の
うえ、ご返送ください。

お振込
加入希望月の15日までに

ご加入の場合は
年間登録手数料と

保険料を期日までに
お振込みください。

ご検討
届いたお見積り(★)を

ご確認のうえ加入内容を
ご検討ください。

1STEP

FAX
加入希望月の5日までに

下記書類をFAXしてください。
①見積依頼書

②前年度決算時の
   損益計算書（※)

（※）前年度決算時の損益計算書はタフビズ業務災害補償保険のお見積りをご希望の場合は、お送りください。
     また、個人事業主の場合は『所得税の確定申告書Ｂ( 第一表）』をお送りください。

（★）FAX が届きましたらTSC 事務局よりお見積りと「ＴＳＣ専用保険加入申込票」を送付します。

2STEP 3STEP 4STEP

たとえば、こんな場合に補償します

特約プラス

TSC会員になられた方には提携先の提供する、各種福利厚生サービスをご利用い
ただけます。ホテル優待サービス、育児支援、グルメ、映画、スポーツクラブ優待など
50,000を超えるサービス・コンテンツを幅広くご用意しております。

TSC入会のご案内

年間
保険料例

このほかに、TSC年間登録手数料が必要です。

TSC専用保険の魅力は、割安な保険料だけではありません。
基本の補償はもちろん、各種特約もセットした事故時も安心の補償内容となっております。

保険の詳細は
次のページを
ご覧ください

※1．このチラシは保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明  契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また詳しくは「普
通保険約款（・特別約款）・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険
会社にお問合わせください。

※２．「ＴＳＣ専用保険」のご利用には、「ＴＳＣ」の加入とは別に保険の加入手続き(保険料の振込みと加入申込票の返送）が必要です。
※３.  「ＴＳＣ専用保険」にご加入の場合は必ず「ＴＳＣ」へご加入ください。(保険のみでの加入はできません）
※4.  「ＴＳＣ専用保険」は建設工事保険と賠償責任保険（請負業者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・施設所有（管理）者賠償責任保険）がセットになった保険です。いずれかの

保険のみでの加入はできません。

引受保険会社：幹事 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　幹事代理店：株式会社 JB サポート

TSC年間登録手数料+専用保険保険料 
24,000円 323,510円 347,510円

TSC年間登録手数料+専用保険保険料 
12,000円 117,830円 129,830円

（2018年1月）A17-104041
JIO_JB_TS1801

前年度決算時の完成工事高 年間登録手数料

1億 5 千万円以下 12,000 円

1億 5 千万円超～ 3億円以下 24,000 円

3億円超～ 5 億円以下 36,000 円

5 億円超～ 8億円以下 60,000 円

8億円超 84,000 円

1  陸上輸送危険補償特約 2  特別費用補償特約 3  被害者治療費等補償特約
4  訴訟対応費用補償特約 5  初期対応費用補償特約 6  管理財物損壊補償特約
7  塗料等飛散・拡散危険補償特約 8  生産物・仕事の目的物損壊補償条項 9  使用不能損害拡張補償条項 など

建設工事保険（特約 1 2 含む）  ： 53,000円
賠償責任保険（特約 3 ～ 7 含む）： 64,830円

建設工事保険（特約 1 2 含む）  ： 159,000円
賠償責任保険（特約 3 ～ 7 含む）： 164,510円

※1 「TSC 専用保険」にご加入の場合は必ず「TSC」へご加入ください。（保険のみでの加入はできません）
※ 2 「TSC 専用保険」は建設工事保険と賠償責任保険（請負業者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・施設所有（管理）者賠償責任保険）

がセットになった保険です。いずれかの保険のみでの加入はできません。



建設工事保険 賠償責任保険
（請負業者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・施設所有(管理）者賠償責任保険）

TSC専用保険 

建設中の建物が火災により全焼した

建設中の建物や資材の損害を補償 事業者さまの賠償リスクを補償
建物の建築を主体とする工事において、保険期間中に工事現場で発生した火災・豪雨・盗難 等の不測かつ突発的な事故によっ
て、工事の目的物や工事用仮設物等の保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。

建物の建築を主体とする工事において、工事遂行中・工事終了引渡し後に発生した偶然の事故によって、第三者にケガを負わ
せたり第三者の財物に損害を与えたことにより、被害者に対して支払わなければならない法律上の損害賠償金等を保険金と
してお支払いします。

対象工事 ご加入事業者が日本国内で行う全ての建築工事
被保険者 ご加入事業者およびその全ての下請負人・発注者・元請負人 (ご加入事業者が下請け人となる工事の場合）

保険金額(ご契約金額） 工事ごとの請負金額
免責金額(自己負担額） 5 万円（ただし、火災・落雷・破裂・爆発はなし）

保険の対象
① 工事の対象物（付随する支保工・型枠工・支持枠工・足場工・土留工その他の仮工事を含む）
② ①の工事のために仮設される電気配線、照明設備、保安設備など工事用仮設物
③ 現場事務所、宿舎、倉庫その他工事用仮設建物およびこれらに収容されている什

じゅう

器･備品
④ 工事用材料および工事用仮設材

保険の対象とならない物
①据付機械設備などの工事用仮設備および工事用機械器具・工具
②自動車その他車両
③設計図書、証券、帳簿、通貨、有価証券
④従業員の私物

交通事故により工事施
工者が運搬中の工事用
資材が破損した

対象工事 ご加入事業者が日本国内で行う全ての建築工事

被保険者(補償の対象となる方） ご加入事業者およびその全ての下請負人
※施設所有 ( 管理）者賠償責任保険の被保険者は、ご加入事業者のみとなります。

保険金額(ご契約金額）
工事遂行中の損害賠償事故、工事終了引渡し後の損害賠償事故、
施設所有（管理）者賠償責任保険に該当する損害賠償事故  それぞれ 2億円
※対人・対物共通１事故・保険期間中通算で２億円

免責金額（自己負担額） なし

『専用保険』ならではの、事故時も安心の補償内容特約プラス

通常の生産物賠償責任保険では、 お客さまの家財（左記①）は第三者の
財物として損害賠償の対象となりますが、自社施工部分である天井や壁
(左記②）は補償対象となりません。

TSC専用保険では、他人の財物（①）に賠償事故が発生した場合に限り、

自社施工部分（②）の修理費用も補償の対象になります!!
●１事故および保険期間中６００万円限度

作業ミスにより建設中の建物に損害を与えた 工事現場内の仮設事務所が、突風で崩壊した

工事現場に置いていた工事用資材が盗まれた 建設中の建物がゲリラ豪雨で発生した
土砂崩れの被害を受けた

建設中の建物が夜間、何者かに壊された

工事現場で、トラックか
ら資材を降ろす際に落下
させてしまい、破損した

 陸上輸送危険補償特約（事故例）

工事中に、誤って工具を落とし
第三者の駐車車両を傷つけた

『専用保険』ならではの、事故時も安心の補償内容特約プラス

引渡後の新築住宅の屋根瓦が取付け不良のため
落下し、庭にいたお施主さまがケガをした

給排水管の取付ミスにより水が漏れ、
お施主さまの家財を汚損した

工事用資材が落下し通行人がケガをした 室内リフォーム工事時に誤って
お施主様の財物を破損させた

本社事務所の看板が落下し、
通行人がケガをした

 賠償責任保険追加特約 生産物・仕事の目的物損壊補償条項(事故例）

①

②

保険期間：2018年3月25日午後4時から2019年3月25日午後4時まで
※中途加入の場合は、各月25日から2019年3月25日午後4時まで

保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金の額・保険金をお支払いできない主な場合については、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご覧ください。

保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金の額・保険金をお支払いできない主な場合については、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご覧ください。




