平成28年11月改定

法人向けサービスの
ご案内

企 業の問題 解決をサポートします！
分

類

サービス名

提携
社労士
サービス

人事・労務系の
サービス

就業規則チェックサービス
労務リスク診断サービス
公的助成金受給可能性診断サービス
社労士紹介サービス

労働災害予防サービス
人材育成・人材確保に係るセミナー
メンタルヘルス対策プログラム
退職金・企業年金制度見直しのご相談
トータルカーライフサポート

安全運転支援サービス
サクセスネット
リスクマネジメント体制構築支援
事業継続計画（BCP）
策定・見直し
事業継続計画（BCP）
訓練
地震初動対応マニュアル作成
地震初動対応訓練

経営企画・総務系
のサービス

設備・建物耐震診断
防災調査
自然災害リスク情報提供サービス
汚染土地流動化コンサルティングサービス
ISO関連マネジメントシステム構築
個人情報保護マネジメントシステム構築
（プライバシーマーク）
PL関連コンサルティングサービス
ボイラーおよび第一種圧力容器の性能検査
延長保証制度の導入サービス
緊急時サポート総合サービス

経理・財務系の
サービス

データ復旧アシスタンスサービス
被災設備修復サービス

海外リスク情報サービス 損保ジャパン日本興亜グローバル・インテリジェンス

[海外系のサービス]

海外駐在員メンタルヘルス・医療相談サービス
駐在員向け安全情報

1

※サービスによっては提供する会社が異なりますのでご注意ください。

損保ジャパン日本興亜では、法人の皆さまに企業の問題解決をサポートする幅広いサービスを提供しています。
サービス一覧の中からご関心のある項目をお選びいただき、貴社のさらなるご発展のために、ぜひご活用ください。

サービスの概 要

掲載ページ

損保ジャパン日本興亜の提携社会保険労務士が就業規則をチェックのうえ、
診断レポートを提供します。

P3

簡単なアンケートにお答えいただくだけで、貴社の労務リスクに関する診断レポートをお届けします。

P4

簡単な質問にご回答いただくだけで、
受給可能性のある厚生労働省管轄の公的助成金の種類をご案内します。

P4

企業にとって関心の高い
「雇用・労使の問題」
「公的助成金」
「社会保険」
などを相談できる社会保険労務士をご紹介します。

P5

多様な観点から企業における労災リスクの分析を行い、最適な対策手段を提案することで安全レベルの向上を支援します。

P6

「女性活躍推進」や「介護離職対策」など、企業が 取組む従業員の育成や、優秀な従業員の確保といったテーマに関し、セミナーや
研修の開催を支援（講師派遣）します。

P6

メンタルヘルスに関する企業の人事労務部門ご担当者、従業員の皆さまが抱える課題に対して総合的な支援を行います。

P7

確定拠出年金を活用した退職金・企業年金制度の見直しにかかわるご相談を承ります。

P8

従業員の皆さまのカーライフ充実をサポートし、福利厚生の拡充を支援します。

P9

通信機能付きドライブレコーダーを使用し、
「見える」
「わかる」
「ほめる」
の3つの機能で持続可能な事故防止活動を支援します。

P10

ビジネスから福利厚生まで幅広く、企業の皆さまをサポートする会員制のサービスを提供します。

P11

企業を取巻く様々なリスクを見える化するツールを提供します。

P12

BCPの策定支援、策定済みのお客さまには見直しを支援します。

P13

策定したBCPの実効性をより高めるための訓練の実施を支援します。

P13

お客さまの実態を踏まえた実効性のある初動対応マニュアルの作成を支援します。

P14

お客さまの実態を踏まえた地震初動訓練の実施を支援します。

P14

お客さま施設の設備や建物の耐震診断を行います。

P15

お客さま施設の防災対策状況を第三者の視点でチェックし、自主防災の取組み強化を支援します。

P15

日本国内にある、
自社やサプライチェーンの拠点の自然災害リスク情報を提供します。

P16

お客さまの抱える土壌汚染問題に対し、
時間とコストを最小化するコンサルティングサービスです。

P16

お客さまのISO認証取得・導入を支援します。

P17

お客さまのプライバシーマーク認定取得を支援します。

P18

PLコンサルティング実績にノウハウや情報源をベースとして、当社独自のPL情報を提供します。

P18

保険会社で唯一の登録性能検査機関として、
労働安全衛生法に基づくボイラーおよび第一種圧力容器の性能検査を実施します。

P19

お客さまの延長保証制度の導入を支援します。

P20

❶万が一、
サイバー攻撃などによる個人情報漏えいによって、
当該事故の公表や本人への謝罪等の対応をしなければならない緊急時に、
ワンストップで総合的にサポートします。
❷万が一、
会社役員が役員としての業務につき行った行為に起因して、
損害賠償請求を提起されたときにワンストップで総合的にサポート
します。

P21-22

保険の対象としている「サーバ」や「パソコン」が火災や水災など、お客さまの加入している補償の対象となる保険事故により損傷を
受けた結果、収納されているデータを読み出せなくなった場合にデータ復旧業者を紹介するサービスです。

P23

火災や水災などの事故が発生した場合の腐食進行を防止する応急処置を実施し、
お客さまの事業をいち早く再開することを可能とする
業者紹介サービスです。

P24

世界のリスク情報を提供する会員制のサービスです。

P25

海外旅行保険
（企業包括契約）
にご加入の皆さまに無料でご利用いただけるメンタルヘルスケアのサービスです。

P26

海外駐在員・出張者向け安全情報を提供します。

裏表紙
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人事・労務系のサービス
人事・労務系のサービス

就業規則チェックサービス
提携社労士サービス

損保ジャパン日本興亜の提携社会保険労務士が
就業規則をチェックのうえ、診断レポートを提供します。
対象企業

全ての企業さま

経営企画・総務系のサービス

サービス内容

雇用形態が多様化する中、就業規則の存在は重要なものとなっています。一方、
労働基準
法は毎年のように改正され、思わぬ場面で、法令違反となるケースが増加しています。
労働問題の多くは就業規則の不備によって、より深刻な事態に発展することが多い
ものです。損保ジャパン日本興亜の顧問社会保険労務士が貴社の就業規則を診断し、
診断レポートを提供します。
また、必要に応じて診断結果について電話相談することも可能です。

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。

費用

無料

サービスのご利用に 就業規則のコピー
あたり必要な情報

当サービスに関する事例
経理・財務系のサービス

就業規則による「トラブル」事例にはこのようなものがあります！

海外系のサービス

今までパート社員に対しては、
退職金を支給していなかったが、
突然請求された！

「パートタイマー就業規則」
がないため
結局支払うことに・・・

「適用範囲」に「正社員のみに
適用する」と記載し、
別途「パートタイマー就業規則」
を定める必要があります！

うつ病の中年男性社員が、
休職期間明けに、
職場で首吊り自殺！

遺族から過労自殺による
高額の損害賠償を請求され
社内は大混乱に・・・

「休職」規定に復帰基準と手続き
方法を記載し、完治しないまま
での職場復帰を阻止します。
就業規則で、メンタルヘルス
対策を！

店長と女性派遣スタッフの
トラブルが、
セクハラ問題に発展！

就業規則にセクハラに関する
規定がないことと、
社員に対する教育等の認識の
甘さがあからさまに・・・

「服務規律」に、セクハラに関す
る禁止規定と「制裁」に制裁の理
由と種類を記載します。
また、セクハラの苦情相談窓口
を設置し、社内処理態勢を構築
する必要があります。

貴社の就業規則はいかがでしょうか？
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人事・労務系のサービス

人事・労務系のサービス

労務リスク診断サービス
提携社労士サービス

簡単なアンケートにお答えいただくだけで、
貴社の労務リスクに関する診断レポートをお届けします。
対象企業

お申込み方法
費用

労務トラブルは、
企業の組織体制に悪影響をもたらし、
行政による指導・命令や司法処分、
そして高額に支出を伴う民事訴訟にまで発展するケースも少なくありません。
まずは、
貴社の労務リスクを一刻も早く把握し、
対策をすることが必要です。
簡単なアンケートにお答えいただくだけで、
「診断結果レポート」
をお届けします。
• 相談やアドバイスをご希望の場合には、
提携先の社会保険労務士をご紹介します。

経営企画・総務系のサービス

サービス内容

全ての企業さま

【例えば】
• 労働条件を書面で伝えていますか？
• パートタイマーやアルバイトの処遇をきちんと定めていますか？
• 解雇についてのルールはしっかり定まっていますか？
• セクハラやパワハラについての防止と対応は万全ですか？
取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
無料

経理・財務系のサービス

人事・労務系のサービス

公的助成金受給可能性診断サービス
提携社労士サービス

簡単な質問にご回答いただくだけで、受給可能性のある
厚生労働省管轄の公的助成金の種類をご案内します。
＊提携先：中小企業福祉事業団

対象企業

お申込み方法
費用

助成金は労務行政の流れを理解し、雇用の創出や労働条件の改善、従業員の能力開発
などに努める事業主に対して国から助成を受けられる制度です。簡単なアンケートに
お答えいただくだけで、受給可能性のある公的助成金の種類をご案内し、
「 診断結果
レポート」をお届けします。
• 相談やアドバイスをご希望の場合には、提携先の社会保険労務士をご紹介します。

海外系のサービス

サービス内容

全ての企業さま

【助成金受給の可能性例】
①育児・介護関連の制度を充実させる予定がある
②女性・高年齢者の活用制度を整える予定がある
③従業員の教育訓練の実施・支援を行う予定がある
④パート・契約社員を正社員として雇用する予定がある
取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
無料
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人事・労務系のサービス
人事・労務系のサービス

社労士紹介サービス
提携社労士サービス

企業にとって関心の高い「雇用・労使の問題」
「公的助成金」
「社会保険」などを相談できる社会保険労務士をご紹介します。
＊提携先：中小企業福祉事業団

対象企業

全ての企業さま
労務関連の個別コンサルティング

経営企画・総務系のサービス

サービス内容

【相談例】
①就業規則の適正化アドバイス
②公的補助金・助成金の受給可能性診断及び受給手続きアドバイス
③ストレスチェック実施に関わる運用面でのアドバイス
④年金、社会保険など社会保険労務士業務に関わる事案の簡易アドバイス

【提携先】
中小企業福祉事業団
全国3,000名の社会保険労務士会員を有する団体です。社会保険等の手続きの実務はも
ちろん、企業への労務関連全般のコンサルティング業務まで、レベル、意識の高い社会保
険労務士会員をメンバーとしています。

お申込み方法
費用

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
初回訪問時のコンサルティング料は無料です。
※コンサルティングの結果、有料となる業務が発生する場合は、社会保険労務士と申込み企業間で個別に協議
し、別途契約を締結していただきます。

経理・財務系のサービス

提携社労士サービスの全体像
社会保険労務士への相談事例は多岐にわたります。損保ジャパン日本興亜の提携社労士
サービスは、個別のニーズに応じたサービスを展開するとともに、それぞれのサービスを
組み合わせることで、より具体的なコンサルティングや最適な社会保険労務士のご紹介
が可能です。

海外系のサービス

就業規則が古いため、適切
な内容かチェックしたい。

潜在化している労務リスク
について確認したい。

助成金が受給できるか確認
したい。

就業規則
チェックサービス

労務リスク
診断サービス

公的助成金
受給可能性
診断サービス

就業規則の訂正が必要だった
が、
どのように作成したらよいか
相談したい。

社労士
紹介サービス

助成金の受給可能性があったの
で、
受給手続きを依頼したい。

• 事業所近郊の社会保険労務士を探している。
• ○○分野に詳しい社会保険労務士に相談したい。
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など

※その他、セミナー等への講師派遣も可能です。

人事・労務系のサービス

人事・労務系のサービス

労働災害予防サービス
多様な観点から企業における労災リスクの分析を行い、
最適な対策手段を提案することで安全レベルの向上を支援します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

全ての企業さま

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。

費用

経営企画・総務系のサービス

サービス内容

①労働災害関連セミナー
建設業・製造業等の安全大会等で講演を実施します。
②労働災害リスク調査
調査員が現地に潜在する労働災害リスクを第三者の視点で確認し報告書にまとめ
て提出します。
③労働災害監査
体系的に整理されたチェックリストに基づき継続的な監査を実施します。
④労働安全衛生管理体制の構築支援
企業の安全管理体制の状況を調査・分析し、最適な管理体制の構築について総合的
に提案支援します。

有料

人事・労務系のサービス

経理・財務系のサービス

人材育成・人材確保に係るセミナー
「女性活躍推進」や「介護離職対策」など、企業が取組む
従業員の育成や、優秀な従業員の確保といったテーマに関し、
セミナーや研修の開催を支援（講師派遣）します。
＊サービス提供：ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社

対象企業

①女性活躍推進セミナー（男性管理職向け女性社員育成のための指導力向上セミナー）
2016年4月に女性活躍推進法が施行され、
女性社員の活躍と育成がますます求められています。
本セミナーは女性社員の指導・育成を担う男性管理職の指導力をより高めることを念頭に、
• 女性の活躍が求められている社会的な背景
「叱る」）のコミュニケーションの取り方
• 指導・育成（「ほめる」
• 事例に基づく指導・育成のロールプレイング で構成しています。
お客様のご要望等により、女性社員の指導・育成事例のみならず、若手社員や年上の部下など
を事例に、ひろく社員の活躍・育成支援を想定した研修として提供することも可能です。

海外系のサービス

サービス内容

全ての企業さま

②仕事と介護の両立セミナー
企業の人材を「介護」で流出させないためにも、他人事ではない「介護離職予防」のために今から
準備しておくべきこと、介護を始める際の初動についてセミナーを通して情報提供します。
厚労省が求める「仕事と介護の両立」のために企業が実施すべき教育が可能です。
※介護に直面した職員のための「介護の基礎知識」副読本の提供有り。

上記以外にも、様々なテーマでセミナー・研修を実施（講師派遣）いたします。

お申込み方法
費用

損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
有料
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人事・労務系のサービス
人事・労務系のサービス

メンタルヘルス対策プログラム
メンタルヘルスに関する企業の人事労務部門ご担当者、
従業員の皆さまが抱える課題に対して総合的な支援を行います。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

全ての企業さま

経営企画・総務系のサービス

• メンタルヘルス分野で産業医経験を有する医師、
産業保健経験のある看護師、
保健師、
臨
床心理士、精神保健福祉士が、企業の産業保健体制を総合的に支援します。
• メンタルヘルス不調者の予防
（早期発見、
早期対応）
から、
実際に休職されている従業員
さまの休職中および復職時の支援まで、
一貫したサービスを提供します。

サービス内容

お申込み方法
費用

経理・財務系のサービス

サービスの
ご利用にあたり
必要な情報

■
■
■
■
■
■
■
■
■

ストレスチェック
職場環境改善に向けた組織診断
産業医業務委託サービス
各種カウンセリングサービス
メンタルヘルス研修の開催支援
人事労務担当者相談窓口設置
復職支援プログラムの作成・導入支援
専門スタッフによる産業保健支援
業務生産性低下率測定プログラム など

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
有料（以下全体像に記載の保険にご加入の場合は、一部無料提供が可能です。）
詳細は損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
•
•
•
•
•

企業名
業種
従業員数
産業医、産業保健体制の状況
メンタルヘルス対策上の現状の課題

など

SOMPOホールディングスグループメンタルヘルス対策関連メニューの全体像

１次予防

2次予防

海外系のサービス

① ストレスチェック
② 組織診断
③ カウンセリング
④ 管理職向け研修
⑤ 従業員向け研修 など

リスクコントロール
（発症予防・早期発見・早期対応）

3次予防

GLTD免責期間

リスクヘッジ

GLTD
（団体長期障害所得補償保険）

① 復職支援プログラムの作成・導入支援
② 産業保健支援サービス
リスクコントロール
（重症化予防・復職支援）
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労災総合保険
使用者賠償
責任条項

ビジネス
マスター・
プラス
使用者賠償
責任補償特約

人事・労務系のサービス

人事・労務系のサービス

退職金・企業年金制度見直しのご相談
確定拠出年金を活用した退職金・企業年金制度の
見直しにかかわるご相談を承ります。
退職金・企業年金制度の見直しについて確定拠出年金を選択肢として検討している
企業さま（従業員数50名以上）

対象企業

サービス内容

経営企画・総務系のサービス

退職一時金、確定給付企業年金などの既存の退職金・企業年金制度を確定拠出年金を
活用して見直す提案を行います。
• 現状分析（モデル給付、制度の特徴、企業年金の財務分析など）
• 退職金・企業年金を取り巻く周辺情報の提供
• 厚生年金基金制度見直し後の代替制度の検討
• 確定拠出年金等の説明
• 制度移行のシミュレーション（制度分析、財務分析、会計の簡易分析）
※サービスの提供は、原則として損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社と共同で行います。

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
ご相談にあたって、
貴社の退職金・企業年金制度にかかわる規程類や従業員データ等の機
密情報の提供をいただきます。損保ジャパン日本興亜ならびに損保ジャパン日本興亜
DC証券株式会社は当該サービスの提供に必要な範囲で情報共有を行います。
お客さまのご要請に応じて情報管理に関する秘密保持契約を取り交わす場合があります。
ご相談の内容によっては、業務の一部または全部を第三者へ再委託する場合、または
第三者をご紹介する場合があります。

留意事項

費用

経理・財務系のサービス

無料（ただし、一部のメニューは別途契約を締結する有料メニューです。）

サービスのご利用に 退職金・企業年金制度の規程類（退職金規程、就業規則、給与規程、確定給付企業年金
あたり必要な情報 規約）や、財政決算書などの必要な書類をご用意いただきます。

当サービスの概念
確定拠出年金制度の特徴
■ 資金負担の平準化をはかることができる。

会計面

■ 会計上の負債認識がない（退職給付債務としての認識不要）。

人事面

■ 従業員の受給権が確保される。
■ 成果・業績主義的な人事制度とマッチする。
■ 従業員にとってわかりやすい。

社会環境面

すなわち…

海外系のサービス

財務面

■ 公的年金を補完する役割となりうる。
■ ポータビリティ（離転職時に資産の持ち運びができること）が高い。

長期間にわたり、安定的に運営できる制度
従業員（受給権の確保）と会社（運用リスクの軽減）の双方にメリットのある制度

つまり…

見直し先として「確定拠出年金制度（DC）」が有効
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人事・労務系のサービス
人事・労務系のサービス

トータルカーライフサポート
従業員の皆さまのカーライフ充実をサポートし、
福利厚生の拡充を支援します。
対象企業

従業員数50人程度以上で福利厚生充実をお考えの企業さま

経営企画・総務系のサービス

◆ 車検紹介サービス
車検をご予定されている従業員の皆さまに、全国の優良整備工場のネットワークの
中から、ご自宅・お勤め先の最寄りの工場をご紹介します。
1台ご紹介につき紹介謝礼2,000円をお支払いします。
全国約1,500提携工場の中から、
お客さまのご自宅またはお勤め先の最寄の工場をご紹介します!!

お客さま
車検のお申込み
（フリーダイヤル）

日宝（株）
オートデスク部※

提携工場
お客さま
取次ぎ連絡

車検整備（引取・納車）
※損保ジャパン日本興亜は車検紹介制度の運営を日宝（株）
に業務委託しています。

経理・財務系のサービス

◆ 優良修理工場制度
自動車事故時に、
修理技術が高く、24時間レッカーサービス、
引取・納車無料、
事故代車
無料など利便性も高い優良修理工場をご紹介します。

サービス内容

◆ パーソナルローン制度の提供
各種条件に合致した場合、自動車購入を検討している従業員の皆さまに優遇金利の
ローンを提供します。
※従業員数は、単体で1,000名以上の企業・団体さまが条件となります。
※従業員数1,000名未満
（100名以上）の企業・団体さまには、借入成約特典付ネットオートローン制度
（パーソナルローン制度とは金利条件等が異なる別商品です。）を提供しています。

◆ マイカー購入支援
1. 制度対象…貴社役職員およびグループ会社役職員を対象とします。
（ご家族を含む）
2. 対象車種…全メーカー車種を対象とします。
（新車・四輪）
3. 専用デスクの活用…貴社のご要望を踏まえたスキーム構築としますが、損保ジャパン日本
興亜専用部署にて、
経験豊富なスタッフによる対応が可能です。

①購入希望のご連絡
貴社従業員

貴社窓口
（電話受付）

海外系のサービス

③商談開始
④商談成立・不成立
自動車
ディーラー

お申込み方法
費用
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②紹介

連携（※）
損保ジャパン
日本興亜

※進捗データ報告
（部署毎）等

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
無料

経営企画・総務系のサービス

人事・労務系のサービス

安全運転支援サービス
通信機能付きドライブレコーダーを使用し、
「見える」
「わかる」
「ほめる」の3つの
機能で持続可能な事故防止活動を支援します。
対象企業

フリート契約の企業さま

サービス内容

お申込み方法

経営企画・総務系のサービス

自発的な安全運転を促し、
持続的な事故防止効果を実現する
サービスです。
通信機能付きのドライブレコーダーを車両に設置し、
リアルタイムで運転状況を把握することにより効果的な事故防止を実します。
［ポイント］
■ 見える（ドライバーの運転状況を見える化）
ドライバー・管理者の双方が客観的、定量的に運転実態を把握可能
■ わかる
（管理者のドライバー指導を支援）
リアルタイムの危険挙動アラートやドライバーの運転状況等を管理者用WEBサイ
トに集約、管理者による実効性ある指導をサポート
■ ほめる（管理者に代わりドライバーに関与）
管理者に代わり日常的にドライバーのモチベーション向上・注意喚起を実施
■ 保険会社ならではの事故サポート
事故の自動通報や、定期的な診断レポートの配信など保険会社ならではのサポート
取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜担当者までお問い合わせください。

費用

有料

経理・財務系のサービス

当サービスの全体像
●事故防止対策で重要な4つのプロセス
走 行データを記録

走行データを通信で送る

走行データを分析

ドライバーへフィードバック

走 行データ
画像 記録

走 行データの送 信

危 険 度の判 定

ドライバーへの日常 的 関 与

位 置 情 報の送 信

分 析・レポート

評 価・指 導

効果的な事故防止活動と管理者およびドライバーの負荷軽減を目的とした記録・通信の有効活用
（注2）

ドライブレコーダー機能

（注2）
ドライブレコーダーは車両のシガーソケット
より電源供給を行います。

・走行データの記録
・危険挙動時の画像記録

・走行データ
（位置情報、
画像など）
の自動送信
・危険挙動アラートおよび緊急通報メール

分析機能
・定期的なレポート提供
・指導ドライバーの特定
・改善ポイントおよび指導方法の把握

わかる

ドライバーへのフィードバック
・運転診断とアドバイス
・安全運転をしたくなる運転診断
・危険挙動の振り返り促進
・事故時の対応サポート

海外系のサービス

見える

通信機能

ほめる
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経営企画・総務系のサービス
人事・労務系のサービス

サクセスネット
ビジネスから福利厚生まで幅広く、
企業の皆さまをサポートする会員制のサイトです。
対象企業

全ての企業さま

※シンクタンクや専門職業人など一部登録をお断りする場合があります。

「サクセスネット」は損保ジャパン日本興亜と第一生命が共同
運営する法人向けサービスです。
●会員専用ホームページ http://www.successnet.tv/

経営企画・総務系のサービス

（会員登録に伴う入会費・年会費は一切不要です）

■サクセスネット通信
会員の皆さまに、
経営、
人事・労務、
税務・会計、
人材育成、
トピックなどお役
に立つビジネス情報をお届けします。

■ビジネス情報
【日経BP記事配信サービス】
「日経BP社」が刊行する雑誌記事やＷＥＢニュース等を配信。絶え間なく動く業界・企業の先端情報や、最
新のトレンド情報を毎月お届けします。

【経営関連コラム】
ビジネス情報や法改正動向など、
経営者が直面する経営課題をテーマとしたコラムを毎月お届けします。

【ビジネスレポート】

サービス内容の
一例

【ビジネス文書・法令文書】
契約書式、会社規程などの書式や税務署、労働基準監督署などの公的機関へ提出する届出書式
（約2,000
種類を収録）などが簡単にダウンロードできます。

経理・財務系のサービス

■ビジネス支援
【企業リスク対策支援】
各種リスクに対するコンサルティング・サービスの提供、
調査レポートの作成、
セミナーの開催など、
多様化
する企業のリスクマネジメント活動を全般的に支援します。

【メンタルヘルス総合支援】
メンタルヘルス対策に対して総合支援を提供し、
個別企業に合わせたカスタマイズメニューをご用意して
います。

【自社株簡易評価サービス】
アンケートにお答えいただくだけで、簡易版の自社株評価診断を行います。

【労務相談110番】
日頃の業務で感じることの多い労務関連の疑問・悩みなどを、Q＆A形式でお答えします。

【企業経営コンサルティング】
企業で抱えるさまざまな問題について、専門家が簡単なコンサルティングを行います。
※上記の他、福利厚生、自己啓発など様々なメニューをご利用いただけます。

お申込み方法
費用

海外系のサービス
11

就業規則などすぐに使える会社規程集、建設、製造、運輸などの業界動向、経営者が知っておきたいマネジ
メント情報など、
1,000本以上のレポートをホームページ上で検索し取り出せます。

会員登録票にご記入のうえ、取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者に
ご提出ください。
無料（ただし、一部のメニューは有料です。）

当サービスご利用の流れ
①
会員登録票に
記入

②
会員登録

③
ID
（会員番号）
・
パスワードの
お知らせ

④
各種サービスの
ご利用

⑤
サクセスネット
通信の発信

会 員 規 約 に 同 意 し、
会員登録票に必要事項
をご記入のうえ、取扱
代 理 店、ま た は 当 社
営業担当者にご提出
ください。

サクセスネット事務局
にて会員登録を行い
ます。

会 員 登 録 完 了 次 第、
ID
（会員番号）
・パ ス
ワードをお知らせし
ます。

サクセスネットホーム
ページへアクセスし、
ID
（会員番号）
・パ ス
ワードを入力してく
ださい。即日ご利用い
ただけます。

会員登録票にご記入
いただきましたメール
アドレスにサクセス
ネット通信の発信を
開始します。

経営企画・総務系のサービス

人事・労務系のサービス

リスクマネジメント体制構築支援
■Web版リスクマッピング ■クイックリスクマッピング ■総合リスクマッピング

企業を取巻く様々なリスクを見える化するツールを提供します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業
サービス内容

企業を取巻く様々なリスクに対し保険
（リスクファイナンシング）
とリスクコントロール
を組み合わせたリスクソリューション提案の第一歩となるツールです。
■ Web版リスクマッピング＝SOMPOリスケアマネジメント株式会社のホームページより

どなたでもご利用いただけます。
■ クイックリスクマッピング＝損保ジャパン日本興亜とお取引のある法人のお客さま
■ 総合リスクマッピング＝損保ジャパン日本興亜とのお取引に関わらず法人のお客さま

経営企画・総務系のサービス

当サービスを
ご利用になれる
お客さま

全ての企業さま

■ Web版リスクマッピング＝SOMPOリスケアマネジメント株式会社のホームページ

お申込み方法

費用

よりご登録いただければどなたでもご利用いただけます。
■ クイックリスクマッピング＝取扱代理店、
または損保ジャパン日本興亜営業担当者
までお問い合わせください。
■ 総合リスクマッピング＝取扱代理店、
または損保ジャパン日本興亜営業担当者まで
お問い合わせください。
■ Web版リスクマッピング＝無料
■ クイックリスクマッピング＝有料
■ 総合リスクマッピング＝有料

経理・財務系のサービス

当サービスの例
●リスクマップ作成例
作業の成果に基づき、リスク一覧表
とリスクマップを作成します。そし
て、関係者間で洗出したリスクを再
評価するこ と で、最 終 的 な 対 策 優
先リスクを決定します。

海外系のサービス

どうぞ、お気軽に
お問い合わせ
ください！
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経営企画・総務系のサービス
人事・労務系のサービス
経営企画・総務系のサービス
経理・財務系のサービス
海外系のサービス
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事業継続計画（BCP）策定・見直し
BCPの策定支援、策定済みのお客さまには見直しを支援します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

全ての企業さま

サービス内容

東日本大震災や熊本地震を契機にBCPへの関心が高まっています。
大手メーカ−のサプ
ライヤーではBCP策定が取引条件となるケースもあります。中小企業では未策定の企業
も多く、企業にとっては経営課題の一つです。

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。

費用

有料

当サービスの流れ
①
BCP
策定方針の
決定

②
被害想定
の実施

③
重要業務
（守るべき業
務）
の特定

BCP基本計画書

④
重要業務の
復旧
目標設定

⑤
目標達成を
阻害する
要因の特定

○○業務BCP

⑥
対応方法や
事前対策の
検討

⑦
BCP
の文書化

各種マニュアル・帳票

経営企画・総務系のサービス

事業継続計画（BCP）訓練
策定したBCPの実効性をより高めるための訓練の実施を支援します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

全ての企業さま

サービス内容

BCPを策定していた企業においても実際に被災した際にBCPが十分に機能しなかった
事例が報告されています。有事に備えた訓練はBCPの実効性を高めるために有効です。

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。

費用

有料

当サービスの流れ
①訓練の計画
■ 訓 練 の 目 的、訓 練 形 態、
参加者、訓練シナリオ等
の明確化
■ 訓練時に用いる各種資料
の作成支援

②訓練の実施
■ 事前説明会等の実施
■ 訓練当日の支援、講評

③訓練の評価課題整理
■ 訓練評価
（チェックリスト）
取り纏め
■ 参加者へのアンケート
実施
■ 訓練報告書の作成

④訓練結果の反映
■ 課題に対する対策の
実施プラン作成・
アドバイス

経営企画・総務系のサービス

人事・労務系のサービス

地震初動対応マニュアル作成
お客さまの実態を踏まえた実効性のある初動対応マニュアルの作成を支援します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

全ての企業さま

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。

費用

経営企画・総務系のサービス

サービス内容

大規模地震発生直後には、人命安全や二次災害防止といった初動対応が最も重要です。
この初動対応の巧拙が事業の早期復旧（事業継続対応力）を左右します。お客さまの実態
を踏まえた実効性のある初動対応マニュアルの作成を支援します。

有料

当サービスの概念
●初動対応マニュアルの必要性
■ 地震発生直後に、
ご自身がやるべきことは何ですか？
■ 負傷者が発生した場合、
誰が応急手当を行いますか？
■ ご家族との安否確認はできますか？
■ 休日・夜間に地震が発生した場合、どうしますか？

迅速・的確な初動対応を
実現するためには、
事前の備えも必要です。

■ OA機器やキャビネット、生産設
備等の耐震対策は十分ですか？
■ 従業員の安否確認手段や連絡手
段は準備していますか？
■ 水や食料・簡易トイレ等の物品
の備蓄はしていますか？

経理・財務系のサービス

経営企画・総務系のサービス

地震初動対応訓練
お客さまの実態を踏まえた地震初動訓練の実施を支援します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

全ての企業さま

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。

費用

海外系のサービス

サービス内容

地震初動対応マニュアルを作成したものの、客観的な検証がない状況では、実際に地震
が起きてはじめて、
不十分な箇所が顕在化する可能性があります。お客さまの実態を踏ま
えた地震初動訓練の実施を支援します。

有料

どうぞ、お気軽に
お問い合わせ
ください！

14

経営企画・総務系のサービス
人事・労務系のサービス
経営企画・総務系のサービス
経理・財務系のサービス
海外系のサービス
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設備・建物耐震診断
お客さま施設の設備や建物の耐震診断を行います。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

全ての企業さま

サービス内容

■ 設備耐震診断＝生産設備の耐震対策は人命安全及び事業の早期再開において必要
不可欠な取組みで、費用対効果の最も高い地震対策の一つです。
■ 建物耐震診断＝1981年５月以前の建物は旧建築基準法のもとで設計・施工されてお
り、
現行の耐震性能を保持していない可能性があります。
構造設計一級建築士が耐震診
断を実施し、
耐震性能に問題があれば耐震補強計画を提案します。

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。

費用

有料

経営企画・総務系のサービス

防災調査
お客さま施設の防災対策状況を第三者の視点で
チェックし、自主防災の取組み強化を支援します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

全ての企業さま

サービス内容

■ 調査員がお客さま施設を訪問、
実地調査を行い、
事故の発生・拡大防止策、
再発防止策
などの情報を提供します。
■ 調査員は、
損害保険会社として蓄積した事故情報などを基盤とした高度な防災知識を
有し、
消防法や建築基準法などの法規レベルにとどまらない、
高いリスク想定に基づいて、
防災体制における問題点と対策を提案します。
■ 成果物として、
お客さまの防災活動に役立つ情報を報告書にとりまとめ、
提供します。
■ 落雷リスク、
電気的事故防止
（赤外線サーモグラフィー調査）
、
など懸念される個別リスク
に特化した調査もオプションメニューとして対応が可能です。

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。

費用

有料

どうぞ、お気軽に
お問い合わせ
ください！

経営企画・総務系のサービス

人事・労務系のサービス

自然災害リスク情報提供サービス
日本国内にある、自社やサプライチェーンの拠点の
自然災害リスク情報を提供します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

全ての企業さま
お客さまやお取引先の日本国内に位置する事業拠点について、国・自治体等が公表する
自然災害リスク（地震・液状化・津波・水害・土砂災害等）に関するデータを取りまとめ
ます。結果は、一覧表や地図で提供します。

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。

費用

経営企画・総務系のサービス

サービス内容

有料

経営企画・総務系のサービス

汚染土地流動化コンサルティングサービス

経理・財務系のサービス

お客さまの抱える土壌汚染問題に対し、
時間とコストを最小化するコンサルティングサービスです。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

サービス内容

製造業、土地売買に関連する全てのお客さま（不動産仲介業、売主さま企業、買主さま企業）

海外系のサービス

①調査・評価業務
• 地歴
（机上）
調査から土壌サンプリング調査まで幅広く対応します。
• 関係法令(土壌汚染対策法や条例など)に抵触する調査や自主的な調査に対応します。
②対策工事支援業務
• コスト・工期
（時間）
を最小化する最適な対策工法
（工事仕様）
を提案します。
• 競争入札による工事会社選定、工事監理、検査・検収、行政対応・協議など幅広く対応
します。
（お客さまの指定する工事会社、
お客さまのグループ会社で施工していただくことも
可能です）
③ファイナンシング（保険）提案
• 土壌汚染リスクを保険でヘッジすることも可能です。
• お客さまの状況に応じた最適な保険を提案します。
• 上記サービスは、
一括でも一部のみのご利用でも可能です
（ただし、
③は②とセットで
の提供となります）
。
• SOMPOリスケアマネジメントは、
土壌汚染対策法に基づく環境省の
「指定調査機関」
です。

お申込み方法
費用

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
有料
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経営企画・総務系のサービス
人事・労務系のサービス

ISO関連マネジメントシステム構築
お客さまのISO認証取得・導入を支援します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

全ての企業さま
下記のISO関連マネジメントシステムの認証取得・導入のフルサポートからご要望に応
じたスポットコンサルまで、
幅広くお客さまを支援します。

経営企画・総務系のサービス

■ 情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO27001）
ISO27001は情報セキュリティに関する国際規格です。
情報セキュリティに対する経
営姿勢を示す指標として、
重要性が高まっています。
■ 環境マネジメントシステム
（ISO14001）
ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。PDCAサイクルを繰り返
しながら、環境に関する要求を満たしつつ、組織の環境パフォーマンスを継続的に向
上させ、
経営上のメリットを生み出すツールです。
■ 品質マネジメントシステム
（ISO9001）
ISO9001は、適切に製品やサービスの品質を管理する体制を整備することを目的と
した品質マネジメントシステムの国際規格です。
品質に対する経営姿勢を示す指標と
して、
重要性が高まっています。

サービス内容

■ 苦情対応マネジメントシステム
（ISO10002）
ISO10002は、
苦情対応の基本原則や必要な苦情対応の仕組み、
苦情対応プロセスを
規定した国際規格
（認証型ではなく自己適合宣言型の規格）
です。
企業の社会的責任が
強く求められる中、
苦情対応は経営課題の一つとされ、 ISO10002を導入する企業が増
えています。

経理・財務系のサービス

■ 食品安全マネジメントシステム
（ISO22000）
ISO22000は、安全な食品を送り出す仕組みを規格化した食品安全マネジメントシ
ステムに関する国際規格です。食品安全に対する経営姿勢を示す指標として、重要性
が高まっています。
■ 道路交通安全マネジメントシステム
（ISO39001）
ISO39001は、2012年に発行した道路交通安全の国際認証規格です。
交通事故防止に
対する経営姿勢を社内外に示すことができる指標として、認証取得を目指す企業が
増加しています。
■ 事業継続マネジメントシステム
（ISO22301）
ISO22301は、
事業継続マネジメントシステムの国際規格です。
重要な業務・サービスが
停止した際の影響を最小限に抑え、
事業を継続することを目的とする規格であり、
経
営姿勢を示す指標として、
重要性が高まっています。
■ イベントサステナビリティマネジメントシステム
（ISO20121）
イベントの持続可能性に関するマネジメントシステムの国際規格です。環境、経済、
社会の側面から持続可能性の課題を特定し取組むことを目的とする規格であり、
持続可能性を重視している経営姿勢を示す指標として、重要性が高まっています。

海外系のサービス
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お申込み方法
費用

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
有料

どうぞ、お気軽に
お問い合わせ
ください！

経営企画・総務系のサービス

人事・労務系のサービス

個人情報保護マネジメントシステム構築
（プライバシーマーク）

お客さまのプライバシーマーク認定取得を支援します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

個人情報を取り扱う企業さま

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。

費用

経営企画・総務系のサービス

サービス内容

プライバシーマークは個人情報保護への取組みを消費者にアピールする最適な認定制度
の一つであり、個人情報保護に対する経営姿勢を示す指標として重要性が高まってい
ます。認定取得のフルサポートからご要望に応じたスポットコンサルまで幅広くお客
さまを支援します。

有料

経営企画・総務系のサービス

PL関連コンサルティングサービス

経理・財務系のサービス

PLコンサルティング実績にノウハウや情報源をベースとして、
当社独自のPL関連サービスを提供します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

製造業・販売業の企業さま

お申込み方法

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。

費用

海外系のサービス

サービス内容

①PLクラブ
国内および海外のPL判例事例やリコール事例などの情報を配信します。
②PL関連法理・判例調査
国内および海外におけるPLに関連する法理や判例を調査するサービスです。
③PLリスク分析
対象の製品に関するPLリスクを、過去の事例・判例をベースに洗い出しを行い評価
するサービスです。
④取扱説明書のPLレビュー
取 扱 説 明 書 や 警 告 ラ ベ ル な ど 原 案 に 対 し、主 と し てPLデ フ ェ ン ス の 観 点 か ら
チェックを行うサービスです。
⑤PLセミナー
国内や海外におけるPL賠償事情やリコール事情など、 PLに関連するセミナーを講
演するサービスです。

有料
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経営企画・総務系のサービス
人事・労務系のサービス

ボイラーおよび第一種圧力容器の性能検査
保険会社で唯一の登録性能検査機関として、労働安全衛生法に基づく
ボイラーおよび第一種圧力容器の性能検査を実施します。
対象企業

経営企画・総務系のサービス

■ 事故防止最優先の立場に立った性能検査の実施
保険会社の持つ事故データと約100年以上にわたる検査経験に基づき、
対象機器の
安全な運転に有用なアドバイスを含めた性能検査を行います。
お客さまのご都合に合わせた検査日程を調整し、
検査日をご案内します。
ご要望があれば、
休日・祝日の性能検査も行っています。

経理・財務系のサービス

サービス内容

海外系のサービス

お申込み方法
費用
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全ての企業さま

■ 開放検査周期認定の事前審査の受付け
一定の要件を満たし、
所轄労働基準監督署長が認定した機器については、
運転した状態
で性能検査を受けることができます。
お客さまのご希望により、
認定に必要な事前審査委員会への申請を受付け、
認定取得を
サポートします。
（開放検査の周期は、2年、4年、6年、8年の認定区分があります。
）

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
有料

経営企画・総務系のサービス

人事・労務系のサービス

延長保証制度の導入サービス
お客さまの延長保証制度の導入を支援します。
＊サービス提供：SOMPOワランティ株式会社（旧：株式会社プロダクト・ワランティ・ジャパン、2016年12月社名変更）

対象企業

メーカー、量販店、ハウスメーカー、ガス会社等
■ 延長保証制度の導入

経営企画・総務系のサービス

延長保証とは、
メーカー保証とほぼ同等のサービスを一定期間延長し、
その期間に発生
した製品の修理を無償で提供するサービスで、
リテール業態を中心に多くの企業が導入
しています。
延長保証制度を導入することによって、
サービス向上による他社差別化や、
収益アップ
を図ることが出来ます。
延長保証制度の導入の支援だけでなく、
既に延長保証制度を導入している場合のリプ
レイスやアウトソーシングも可能です。
＜対象製品の事例＞
家電、ゲーム機、時計、住宅設備機器、太陽光発電など

サービス内容
CS向上・収入UP

長期の保証で安心!

延長
保証

お申込み方法
費用

さまざまなPRODUCT（製品）

WARRANTYという価値をプラス

経理・財務系のサービス

導入企業さま

エンドユーザー

損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合せください。
導入費用：無料

海外系のサービス

どうぞ、お気軽に
お問い合わせ
ください！
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経理・財務系のサービス
人事・労務系のサービス

緊急時サポート総合サービス
❶万が一、
サイバー攻撃などによる情報漏えいによって、
当該事故の公表や本人への謝罪等の対応をしなければならない
緊急時に、ワンストップで総合的にサポートします。
＊提携先：SOMPOリスケアマネジメント株式会社 他

対象企業

経営企画・総務系のサービス

個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じたことを知った場合に、
お客さまが行う対応
措置をサポートします。
以下の中から、お客さまが必要とされるサポートを必要なだけ提供します。
（1）調査・応急対応支援機能
ヒアリング・ログ分析、フォレンジック調査等により原因究明・影響範囲の調査をサポート
します。

サービス内容

（2）コールセンター機能支援
コールセンターを立ち上げて、オペレーターがコールセンターの入電対応を実施します。

（3）緊急時広報機能支援
被害者への謝罪・関係機関への報告・対外公表文書やニュースリリースなど報道発表資料等
の作成をアドバイスします。

（4）信頼回復支援機能
再発防止策の評価に関する証明書を発行します。

（5）上記（1）〜（4）のコーディネーション機能

当サービスをご利用
になれるお客さま

経理・財務系のサービス

お申込み方法
費用

• 個人情報取扱事業者保険に加入のお客さま
• 商売繁盛（IT事業者）に加入のお客さま
• サイバー保険に加入のお客さま
保険のお申込み時に「利用告知」が必要になります。
有料
（ただし、
当サービスの利用料金は、
保険金の支払対象となります。
保険金の支払限度
額を超過した場合などはお客さまに自己負担が発生する場合があります。
）

❷万が一、
会社役員が役員としての業務につき行った行為に起因して、
損害賠償請求を提起されたときにワンストップで総合的にサポートします。
＊提携先：SOMPOリスケアマネジメント株式会社 他

対象企業
サービス内容

海外系のサービス
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個人情報を取扱う全ての事業者さま

当サービスをご利用
になれるお客さま
お申込み方法
費用

全ての事業者さま
（1）緊急時広報機能支援
（2）上記（1）のコーディネーション機能
• 会社役員賠償責任保険に加入のお客さま
保険のお申込み時に「利用告知」が必要になります。
有料（ただし、当サービスの利用料金は、保険金の支払い対象となります。保険金の
支払限度額を超過した場合などはお客さまに自己負担が発生する場合があります。）

経理・財務系のサービス

コールセンター機能支援

■ 最速で２営業日後にオープン

■ コールデータと物流機能を繋ぐ情報
システム連携

物流機能︵回収︶支援

■ コール内容データに基づき︑宅配便に
よる回収業務に着手

経営企画・総務系のサービス

回収業務

コールセンター設置

マスコミ発表

リコール告知
■ 連絡受信後︑速やかに稼動

三営業日目
二営業日目
一営業日目
日
当

緊急時広報機能支援

リスケアマネジメント

コーディネーション機能

■

緊急時サポート総合サービスを利用

■ 損保ジャパン日本興亜

S
O
M
P
O

リコール・
プランの策定

リコール決定

リコールの手順

利用連絡

人事・労務系のサービス

［緊急時サポート総合サービス］
食 品 事 業・日用品事業のリコール時に必要となる費用や喪失利益などを補償する
「フードリコール・プラス」
「日用品リコール・プラス」でも、当サービスをご利用い
ただけます。

海外系のサービス
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経理・財務系のサービス
人事・労務系のサービス

データ復旧アシスタンスサービス
保険の対象としている「サーバ」や「パソコン」が火災や水災など、
お客さまの加入している補償の対象となる保険事故により損傷を
受けた結果、収納されているデータを読み出せなくなった場合に
データ復旧業者を紹介するサービスです。
＊提携先：株式会社大塚商会

対象企業

経営企画・総務系のサービス

サービス内容

• データ復旧業者を紹介します。
• 損保ジャパン日本興亜からの紹介であれば、通常発生する初回診断料が無料となり
ます。
※復旧が可能か確認し、復旧費用のお見積をとったうえで復旧するかどうかを選択できます。

当サービスを
ご利用になれる
お客さま
お申込み方法
費用

経理・財務系のサービス
海外系のサービス
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全ての企業さま

以下の保険にご加入のお客さま
1
企業総合保険
2
ビジネスオーナーズ（一般物件用）
3
ビジネスオーナーズ（工場物件用）
4
企業総合補償保険
対象商品に自動セット
無料

当サービスの詳細
次の2つのサービスを提供します。
データ復旧業者を紹介！
サーバが水没してしまった。
大切な取引先からの
請求データが読み出せない。
当社の信頼が失われるな。

損保ジャパン日本興亜が
データ復旧業者（※）を紹介します。
（※）データ復旧業者は読み出せなくなった記録媒
体内のデータを復旧し、別媒体（CD-ROMなど）
で返却するサービスを提供する業者です。

データ復旧初回診断料が無料！
データ復旧の費用はいくら
か見当がつかない。
そもそも復旧ができるのか
わからないし。

損保ジャパン日本興亜からの紹介であれば、
通常発生する初回診断料が無料（※）となり
ます。
復旧が可能か確認し、復旧費用のお見積を
とった上で復旧するか選択できます。
（※）データ復旧業者の負担となります。

経理・財務系のサービス

人事・労務系のサービス

被災設備修復サービス
火災や水災などの事故が発生した場合の腐食進行を防止する
応急処置を実施し、お客さまの事業をいち早く再開することを
可能とする業者紹介サービスです。
＊提携先：リカバリープロ株式会社

対象企業

全ての企業さま

ステップ１
ステップ2

サービス内容

災害汚染確認
腐食抑制応急処置

最適な復旧計画の提案
本修理

【具体例】
特注の生産設備を使用している場合は代替が不可能な場合も多く、高い費用と多大な
時間を浪費して新品交換を待つことなく、
被災設備修復サービスを活用することにより、
いち早く事業を再開することが可能になります。
●設備修復の一例

Before

After

経理・財務系のサービス

当サービスを
ご利用になれる
お客さま

ステップ3
ステップ4

経営企画・総務系のサービス

世界トップクラスの災害復旧専門会社グループであるリカバリープロ株式会社をご紹介
します。
被災した設備の汚染状況診断、応急処置、設備の修復を施すことで、設備を入れ替える
よりも早期に、お客さまの事業再開を実現します。
具体的な作業手順は以下のステップで行います。

以下の保険にご加入のお客さま
1
全ての企業分野火災保険（注）
2
全ての工事保険
3
全ての船舶保険
4
機械保険
5
ビジネスマスター・プラス（物損害ユニット付帯契約）
（注）対象となる企業分野火災保険の詳細は、
取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合
わせください。

お申込み方法

海外系のサービス

費用

対象商品に自動付帯
無料（サービス内容欄ステップ1まで）
※ステップ2以降は保険金の支払対象となる事故の場合には、
損害保険金等にて費用を支払います。

情報提供サービス「Recovery PRO CONNECTED」
登録することで、
復旧技術に役立つ情報の配信・専用電話に発信する機能を搭載したアプリの利用が可能です。
※利用希望の場合は取扱代理店または、損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
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海外系のサービス
人事・労務系のサービス

海外リスク情報サービス

損保ジャパン日本興亜グローバル・インテリジェンス
世界のリスク情報を提供する会員制のサービスです。
当サービスでは、
「今、世界で何が起きているのか」を把握できます。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

経営企画・総務系のサービス

サービス内容

全ての企業さま
日本企業にとって海外市場の重要性が増す中、世界情勢の目まぐるしい変化により、
海外へ進出するリスクはより複雑化しています。多岐にわたるリスクの中でも企業に
とって最も重要なリスクの一つが、海外にいる自社の役職員やその家族、現地従業員の
安全を守ることです。
当サービスは、海外リスク管理で最も重要な要素の一つである「情報（Intelligence ）」
をお客さまに提供する会員制情報サービスです。
【世界を取り巻くリスクの例】
暴動、労働争議、戦争、テロ、誘拐、地震、洪水、インフルエンザ、MERS
【海外リスク情報の主な対象国】
インド、タイ、中国、ブラジル、ミャンマー、ロシア

お申込み方法

など

その他

下記URLにアクセスいただき、
「ユーザー登録」
の登録画面に必要事項を入力してご登録
ください。 https://sjnk-rm-intelligence.jp/
※ご登録の際は「登録コード」が必要になります。
「登録コード」は取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜
営業担当者までお問い合わせください。

経理・財務系のサービス
海外系のサービス
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費用

無料

当サービスの形態
●当サービスでは海外のリスクに関する情報を下記の3つに分類して提供しています。

多くの日系企業が進出している国のリスク情報、
治安・安全対策に関する
情報

1

国別リスク情報

2

アラート情報

日系企業が影響を受ける可能性のある情報の速報を毎日メールで配信
（平日）

3

安全対策情報

各種リスクに対し、どのように予防すればよいのか、または対応すれば
よいのかのヒント集
（例：
「ホテルにおける安全対策」、
「盗難被害に遭わないために」など）
（ 当サービスは、リスク情報を専門とする米国のi JET社®の情報を基に提供しています。）

海外系のサービス

人事・労務系のサービス

海外駐在員メンタルヘルス・医療相談サービス
海外旅行保険（企業包括契約）にご加入の皆さまに
無料でご利用いただけるメンタルヘルスケアのサービスです。
対象企業

全ての企業さま

経営企画・総務系のサービス

＜海外駐在員メンタルヘルス・医療相談サービス＞
相談内容に応じて、専門分野に精通した医師、看護師、臨床心理士等の専任スタッフが
対応します。
● 電話相談
１．海外のどこからでも24時間日本語で対応します。
２．心と体の健康相談に経験豊かな「看護師」が対応します。
３．専門的なカウンセリングが必要な場合は、
精神科医や臨床心理士等が対応します。
● メールによる相談
１．24時間日本語で匿名にてご相談いただけます。
２．受付後原則3営業日以内に回答します。

サービス内容

＜インターネットサービス＞
SOMPOリスケアマネジメント株式会社の専用ホームページからログインし、ご自身で
ストレスチェックをすることができます。また、心の健康や予防に役立つノウハウや最
新の情報をメールで提供します。
● ストレスチェックサービス
１．24時間いつでも専用HPから「ストレスチェック」をご利用いただけます。
２．専用HPには海外駐在員の方向けの各種案内を掲載します。

経理・財務系のサービス

● メールマガジン配信サービス
１．精神医療や心理の権威の先生の監修によるストレス対処方法や正しい薬の知識等を
定期的にメールでご案内します。
２．タイムリーな話題を用いた分かりやすい内容です。
※メールマガジンはストレスチェックのサービス登録をされた方へ配信します。

当サービスを
ご利用になれる
お客さま
お申込み方法
費用

以下の保険にご加入の皆さま
1 【off!】
企業パッケージ
2
海外旅行総合保険 企業包括契約
対象商品に自動セット
無料

海外系のサービス

どうぞ、お気軽に
お問い合わせ
ください！
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海外系のサービス

駐在員向け安全情報
海外駐在員・出張者向け安全情報を提供します。
＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

対象企業

全ての企業さま
駐在員・出張者を対象に出入国の方法から現地での緊急連絡先などの安全情報を網羅
した冊子です。
現在、
51ヶ国を取り揃え、
1年間で順次情報を更新しています。

サービス内容

お申込み方法
費用

取扱代理店、または損保ジャパン日本興亜営業担当者までお問い合わせください。
無料

お問い合わせ先

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
Tel：03-3349-3111
〈公式ウェブサイト〉http://www.sjnk.co.jp/

（16100355）402630 -0300

