2017年版
事業用

ＤＪＩ 賠償責任保険
（施設所有（管理）者賠償責任保険）
航空写真の撮影や防災調査など、業務でのドローンの利用が展開されていますが、操作ミスによる落下や衝突など
によって第三者の身体や財物にダメージを与えてしまう可能性はゼロではありません。そのような場合に備えるため
に、ＤＪＩユーザー向け賠償責任保険（事業用）をご用意しております。ドローンの所有・使用・管理において、万一の
事故に対応できるよう、ぜひご加入検討ください。

操作ミスによる物理的な損害（第三者への対人／対物）や、うっかり他人の部屋を撮影してしまった
（プライバシー侵害）場合などによって被った損害賠償責任を補償します。
またオプションで他人に貸し出した際の補償、海外に一時持出した際の補償を選択できます。
さらに

１事故最大
10億円
限度

対人（身体障害）
対物（財物損壊）

人格権侵害
賠償責任

撮影による
プライバシー侵害など

一時海外利用
他人への貸出
にも対応！

★この保険はＤＪＩ ＪＡＰＡＮ株式会社を契約者とする団体契約です。加入者の皆さまには被保険者証が発行されます
ので、内容をご確認のうえ大切に保管ください。
★このご案内は概要のご説明です。「施設所有（管理）者賠償責任保険」パンフレットもあわせてご確認ください。
★ご加入の内容の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。普通保険約款、特別約款および
特約をご希望の場合は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

ＤＪＩ ＪＡＰＡＮ株式会社

■保険契約者
■保険期間

２０１７年１月１０日午後４時 ～ 201８年１月１０日午後４時まで

■取扱代理店

エアロエントリー株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町１３－７ ３F
TEL 03-6661-9577 FAX 03-6661-9760
■ 引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 総合営業第四部第四課
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賠償責任補償の事故例
【対人（身体障害）賠償】

【人格権侵害】

【対物（財物損壊）賠償】

ドローンの操縦ミスにより墜落。
歩行者に直撃してケガを負わせてし
まった。

ドローンが突風にあおられ壁に接触し
墜落。
駐車中の自動車の屋根に墜落して
車両の修理費の賠償責任を負ってし
まった。

ドローンで地上を空撮した動画をイン
ターネットへアップロードしたところ、付
近のマンションの一室が意図せず映り
こんでおり、プライバシー侵害として訴
えられてしまった。

保険金をお支払いする主な場合
＜基本補償（身体障害・財物損壊）＞
被保険者（保険契約により補償を受けられる方）が所有、使用もしくは管理している業務用ドローンの管理の不備、または被保険者もしくはその従
業員等のドローンを使用した業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損
または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害（損害賠償金や争訟費用等）に対して、保険金を
お支払いします。

＜管理財物損壊補償＞
被保険者の管理下にある財物（仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含み、目的を問いません。以下同様で
す。）の滅失、破損、汚損、紛失または盗取によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

＜人格権侵害補償＞
上記基本補償に記載の事故に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為により、被保険者が
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
（ａ）不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀（き）損
（ｂ）口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀（き）損またはプライバシーの侵害

＜初期対応費用補償＞
上記基本補償に記載の事故が発生した場合に、被保険者が緊急的な対応のために引受保険会社の同意・承認を得て支出した費用を負担す
ることによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
（ａ）事故現場の保存に要する費用 （ｂ）事故現場の取片付けに要する費用 （ｃ）事故状況または原因を調査するために要した費用
（ｄ）事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
ただし、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と引受保険会社
が認めた費用に限ります。

＜訴訟対応費用補償＞
争訟費用が保険金として支払われる場合に、日本国の裁判所に提起された訴訟に関連して被保険者が引受保険会社の同意・承認を得て支出
した次の費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
（ａ）被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用 （ｂ）訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
（ｃ）被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した
額を限度とし、事故後の製品開発等を目的とする実験費用を含みません。
ただし、被保険者が現実に支出した通常要する費用であって、争訟の解決について有益かつ必要と引受保険会社が認めた費用に限ります。

＜追加被保険者特約＞ （プランＢ・プランＣのみ）
被保険者が所有、使用または管理するドローンの貸与を受けるものを被保険者に追加します。ただし、日本国内の事業者に限ります。
有償でドローンを貸与（練習場等でのドローンの貸出、ドローンレンタル事業者）する場合は、別途専用プランを用意しておりますので取扱代理店
にご連絡ください。

＜国外危険補償特約＞ （プランＣのみ）
被保険者が一時的に保険の対象のドローンを海外に持ち出した場合に海外で発生した事故についても補償の対象となります。

＜共通＞
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款およ
び特約にてご確認ください。

お支払いの対象となる損害
①損害賠償金

②損害防止費用

④緊急措置費用

⑤協力費用

⑦初期対応費用

⑧訴訟対応費用

③権利保全行使費用
⑥争訟費用

パンフレット「施設所有（管理）者賠償責任保険」２ページ
「お支払いの対象となる損害」に記載の通りです。
前記「保険金をお支払いする主な場合」に記載のとおりです。

上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入者
証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の
額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
支払限度額
お支払いする争訟費用の額 ＝
⑥争訟費用の額 ×
①損害賠償金の額
人格権侵害補償、初期対応費用補償、訴訟対応費用補償については、３ページ記載の支払限度額、免責金額が適用されます。なお、「②損害防止費用」および
「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。適用される普通保険約款、特別約款お
よび特約によりその他保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
※「①損害賠償金」についてのご注意
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によっ
て決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。

補償内容・保険料

ＤＪＩキャンプのスペシャリスト以上の技能資格保有者（又は保有する者を雇用する事業者）は
約１０％割引となります。詳細は「DJIドローン保険制度」ホームページをご参照ください。

ドローン１台あたり

補償内容

支払限度額

プランＡ

プランＢ

プランＣ

基本補償

1事故につき1億円～10億円（ 身体障害・財物損壊共通限度額）

○

○

○

管理財物補償

基本補償と共通

○

○

○

人格権侵害

1名につき100万円、1事故につき1,000万円( 免責金額なし)

○

○

○

初期対応費用

１事故につき 1,０００万円 （免責金額なし）

○

○

○

訴訟対応費用

１事故につき 1,０００万円 （免責金額なし）

○

○

○

追加被保険者特約

基本補償と共通

×

○

○

国外危険補償特約

基本補償と共通

×

×
１事故につき５万円

○

免責金額（自己負担額）
年間
保険料

基本補償支払限度額

１億円

12,000円 14,400円 16,800円
19,200円 23,040円 26,880円
24,600円 29,520円 34,440円

基本補償支払限度額 ５億円
（注１） 免責金額は、初期対応費用・訴訟対応費用には適用されません。
基本補償支払限度額 １０億円

※加入後のプランの変更はできません。変更を希望される場合は、一旦解約し再度ご加入いただきます。

本保険制度は2017年1月10日～2018年1月10日までの１年契約です。
支払限度額 プランＡ プランＢ プランＣ
中途でご加入の場合は右表の月額保険料に残期間を乗じた額となります。
１億円
1,000円 1,200円 1,400円
月額
５億円
1,600円 1,920円 2,240円
＜保険料計算例＞2017年3月20日にプランＡに加入した場合
保険料
１０億円
2,050円 2,460円 2,870円
1,000円×10ヶ月＝10,000円
補償開始日
2017年1月10日～ 2017年2月9日
2017年2月10日～ 2017年3月9日
2017年3月10日～ 2017年4月9日
2017年4月10日～ 2017年5月9日
2017年5月10日～ 2017年6月9日
2017年6月10日～ 2017年7月9日

補償終了日 残期間
12ヶ月
11ヶ月
2018年
10ヶ月
1月10日
9ヶ月
8ヶ月
7ヶ月

補償開始日
2017年 7月10日～ 2017年 8月9日
2017年 8月10日～ 2017年 9月9日
2017年 9月10日～ 2017年10月9日
2017年10月10日～ 2017年11月9日
2017年11月10日～ 2017年12月9日
2017年12月10日～ 2018年 1月9日

補償終了日 残期間
6ヶ月
5ヶ月
2018年
4か月
1月10日
3ヶ月
2ヶ月
1ヶ月

補償開始日
保険料が指定の口座に着金した日の翌日
（但し、保険料の着金が2017年1月6日以前の場合は、一律2017年1月10日）

保険金をお支払いしない主な場合

次に掲げる事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。

●保険契約者または被保険者（保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。）の故意によって生じた損害賠償責任
●被保険者と第三者の間に損害賠償に関し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損害賠償責任
●被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、破損または汚損した場合において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償
責任。（管理財物損壊補償特約により、一部補償の対象となります。）
●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
●被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾（じょう）、労働争議に起因する損害賠償責任
●地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
●液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）または固体の排出、流出または溢（いっ）出に起因する損害賠償責任（ただし、不測かつ突発的な事故による
ものを除きます。）
●原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任（ただし、医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《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含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。）
●直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由についても、実際に
生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
(a)石綿（アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵（じん））の人体への摂取または吸引 (b)石綿等への曝露（ばくろ）による疾病 (c)石綿等の飛散または拡散
●被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害
等
＜管理財物損壊補償特約によりお支払いしない主な場合＞
●被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
●被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊、紛失または盗取
●貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する補償管理財
物の損壊、紛失または盗取
●補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
●補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
等
＜人格権侵害補償特約によりお支払いしない主な場合＞
●被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為（過失犯を除きます。）に起因する賠償責任
●被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
●最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する
賠償責任
●事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
●被保険者によって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た広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
等
＜追加被保険者特約＞
●被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
等
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代
理店または引受保険会社までお問い合わせください。
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お手続き方法
加入方法 （Ｗｅｂ申込み）
「DJIドローン保険制度」ホームページ （URL https://aeroentry.co.jp/liability/register/）
「ＤＪＩ賠償責任保険 申込み」バナーからお手続きください
↓
加入手続き終了後、保険料をお近くの金融機関または郵便局からお振込みください。

保険料振込先
三菱東京ＵＦＪ銀行 大伝馬町支店 普通０４４０３２７
口座名義
： ＤＪＩ保険制度事務局 エアロエントリー株式会社
振込人名義 ： 申込完了後に送付するメールに記載のＩＤ ＋ お客さま名

対象機種
INSPIREシリーズ、 Phantomシリーズ、 MATRICEシリーズ、Ｍａｖｉｃ、AGRAS MG−１
その他DJI製のフライトコントローラを搭載した全ての機体

補償開始日
保険料が指定の口座に着金した日の翌日の午前０時から
（保険料の着金が2017年1月6日以前の場合は、一律201７年1月10日の午後４時からになります。）
※保険料着金以前の事故については補償されませんのでご注意ください。

補償終了日
２０１８年１月１０日午後４時まで
（※補償開始日が１月１１日以降の方は、保険期間が１年未満となります。）

変更が生じた場合

（機体の譲渡、廃棄等）

ご加入時の申込内容に変更が生じた場合は、変更日から30日以内に取扱代理店にご連絡ください。
（ご連絡がない場合、補償されない可能性があります。）

事故報告方法
「DJIドローン保険制度」ホームページ内の「事故発生について」（ URL http://aeroentry.co.jp/accident/）を

ご確認いただき、以下の取扱代理店までご一報ください。
保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】
■ 取扱代理店 エアロエントリー株式会社
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 3F

TEL 03-6661-9577 FAX 03-6661-9760
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■引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社
総合営業第四部第四課
B16-102092

使用期限2018年1月10日

事故発生時のご注意
（１）事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認

三井住友海上へのご連絡は

事故は

24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

いち早く

0120-258-189（無料）へ

（２）保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後
に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※１ 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※２ 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承くだ
さい。
保険金のご請求に必要な書類
（１）引受保険会社所定の保険金請求書
（２）引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類および
その他これに類する書類（注）
（注）事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を
確認するための書類をいいます。
（３）損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書
類

書類の例
引受保険会社所定の保険金請求書
引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証
明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、
損害明細書、免責事由該当性を確認する書類

診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療
にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、
住民票、戸籍謄本
②他人の財物損壊（財物の使用不能による間接損害を含みます。）の程度、 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、
損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類
自動車検査証（写）、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部（個人）事項証明書
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認す
る書類
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領
払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する 収書
書類
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類
権利移転証（兼）念書
（４）被保険者が負担した費用の額を示す書類
支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟
費用等の費用が確認できる書類・明細書
（５）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
①保険金請求権者を確認する書類
住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事
項証明書
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類
引受保険会社所定の同意書
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類
示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給
決定通知
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類
委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格
証明書もしくは代表者事項証明書
（注１）

■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類 をご提出いただいてからその日を含めて３０日以内に、保険金をお支払いするために必要
（注２）
（注３）
な事項 の確認を終えて保険金をお支払いします 。
（注１）保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
（注２）保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受
保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
（注３）必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の
結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約
款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時
期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および
特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権（他の債権者よりも優先して弁済
を受ける権利）を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

ご加入に当たってのご注意
■この保険契約は、以下の仕組み（約款構成）になっております。
賠償責任保険普通保険約款
＋保険法の適用に関する特約（自動セット）、賠償責任保険追加特約（自動セット）、
＋初期対応費用補償特約、訴訟対応費用補償特約、人格権侵害補償特約
＋施設所有（管理）者特別約款
＋管理財物に関する補償特約
＋追加被保険者特約（プランＢ・プランＣのみ）、＋国外危険補償特約（プランＣのみ）
■ご契約を解約される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。 解約の条件によって、解約日から満期日までの期
間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として 未経過期間（上図をご参照ください。）分よりも少なく
なります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半
分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
■この保険契約は、クーリングオフの対象ではありません。
■このご案内は概要のご説明です。「施設所有（管理）者賠償責任保険」パンフレットもあわせてご確認ください。
■別紙「重要事項のご説明」は、契約者向けのご説明資料です。ご加入者におかれましても、内容のご確認をお願いいたします。

