
どんなに健康でも、どんなに万事順調でも、いつ何が起こるか分

かりません。

どんなに業績好調でも、どんなに警備万全でも、会社は常にリス

クを抱えています。

そこで、必要になってくるのが保険。

では、保険とは何か？

みなさんご存知だとは思いますが、簡単に触れたいと思います。

保険を日本に伝えたのは、福沢諭吉と言われています。

慶應義塾を創設し、長らく１万円札に肖像画が描かれている、あ

の福沢諭吉です。

その福沢諭吉は保険の事をこのように言っています。

「一人の災難を大勢が分かち、わずかの金
を捨てて大難を逃れる制度」

分かり辛いですね…。

あなたを守る
会社を守る
今回はそんな保険のおはなし。



分かりやすく言い換えると、保険とは、将来起こるかもし
れない事故や入院、災害などに備えるために、みんなでお金を

出し合ってそのリスクを分散し、お互いに助け合う制度。

まだ、少し難しい…？

「One For All , All For One」
「一人はみんなのために、みんなは一人の
ために」　

これも有名な言葉なので、知っている人も多いでしょう。　

保険とは、まさにこういうことです。

あなたが払った保険料が、誰かが困ったと
きの助けになり、
あなたが困ったときには、みんなが払った
お金が助けてくれる。　
かなり分かりやすく言えばこういうシステムになっています。

では、どんな保険があるか？

どういった時に保険が役に立つのか？

今回、東京海上インドネシア保険株式会社様のご協力を得て、

保険について少しご紹介致します。



連休、レバラン休暇、年末年始、春休み…。

日本に帰ったり、海外旅行に出かけたりしますよね？

そんなときにご加入しておくと安心なのが、海外旅行傷
害保険。

旅行中、出張中に急激かつ偶然な外来の事故による死亡・後遺

障害 /傷害治療費及び病気による疾病治療費が補償されます。

「自宅を出てから、自宅に戻る
まで補償OK。空港までの道中
でのアクシデントも補償」

「入院の必要のない傷害、
疾病も補償」

POINT!



楽しい家族旅行、何にも起こらず過ごせるのが一番なのはもち

ろんですが、万が一ケガをして、痛い思いをした挙句、さらに

多額の治療費がかかってしまったら…。

安心してご旅行を楽しむためにも、保険はあるのです。

J NET TRAVEL でも海外傷害保険ご加入のお手伝いをしてお

ります。

「保険金額の設定はご自身で。
ルピア建て、ドル建て、USド
ル建てどれも可能」

「簡単手続き。所定の申込書と
パスポートもしくはKITASの
コピーを送るだけ！」

保険内容

傷害死亡・後遺障害

傷害治療費

疾病治療費

保険金額（¥）

3,000,000

   300,000

   300,000

           保険料（¥）

1週間の場合

150

116

900

1 ヵ月の場合

   300

   231

1,800



年々料金が上がってきているとはいえ、まだまだ日本に比べ安

価でプレイできるゴルフ。

インドネシアに来て、ゴルフを始めた方も多いかと思います。

ゴルファー保険なるものをご存知ですか？

ゴルフクラブの盗難や破損、その他ゴルフ用品の盗難。

ゴルフ競技中に他人に怪我をさせたり、他人の財物に損害を与

えた場合の賠償。

ホールインワン達成時のご祝儀。

POINT!

「ボキッ！ゴルフクラブが
折れてしまった…。最大 2
千万ルピアまで補償」

「あっ！友人にボールを当て怪我を
させてしまった…。最大 100億ルピ
アまで補償」



男女問わず気軽にでき、緑に囲まれてするゴルフはいい気分転

換になります。

県人会、企業対抗コンペ、校友会コンペなどなど、ゴルフをす

る機会が多いインドネシア。

マナーを守って、楽しいゴルフ生活を送りたいものですね。

保険内容

ゴルフ用品の損害（＊置き忘れは対象外）

身の回り品の損害（＊置き忘れは対象外）

第三者に対する賠償責任

ご自身の傷害死亡・後遺障害

ホールインワン/アルバトロス　ご祝儀

年間保険料

A タイプ

１千万ルピア

3千万ルピア

500 万ルピア

30 万ルピア

B タイプ

1 千 500 万ルピア

200 万ルピア

100 億ルピア

5千万ルピア

1千万ルピア

45 万ルピア

C タイプ

2 千万ルピア

 

1 億ルピア

2千万ルピア

60 万ルピア

「カコン！まさかのホールインワン！
最大２千万ルピアのご祝儀」

「ゴルフ場は、インドネシア
国内外問わず」



また、企業向けの保険も各種ございます。

建設工事保険
いまインドネシアの経済は好調そのもの、日本からも多くの企

業がインドネシアに工場を構え、稼働させています。

そのためのまず第一歩、工場を建設したり、その工場に機械を

据付ける際の危険をカバーするのが建設工事保険。

建設工事が原因で第三者にケガをさせてしまった、大事な機械

を壊してしまったときなどに発生する賠償責任を、建設工事開

始から竣工までカバーします。

建設工事を請負った企業が保険手配をするのが一般的ですが、

保険発注時に建設工事の請負業者と発注業者の間で、

担保をどちらにするか協定する必要がございます。

オールリスク保険
財物の火災リスクなどに対するカバーと、それに伴った営業利

益減少などに対するカバーで構成される、幅広く会社を守る保

険になります。

財物に対するカバー　（火災保険）

工場内の建物・設備機械・在庫品・什器等品、現金などがを対象

に、免責事項以外のあらゆる事故による損害を補償。

補償される主な事故として

火災、落雷、爆発、航空機墜落、ストライキ（暴動）、車両衝突、

煙害、洪水（＊１）、盗難、破損などがございます。

営業利益に対するカバー　（利益保険）

。償補を少減の」費定固「」益利業営「るす生発てっよに故事記上
（＊1）プルイット、チャクン、プロ
ガドゥンなどの洪水多発地域は免
責になる可能性があります。



以上おそまつではありますが、保険について少しご紹介させて

頂きました。

東京海上インドネシア株式会社では、上記の他にも、自動車保

険や貨物海上保険、住宅総合保険など幅広く取り扱っておりま

す。

詳細に関しては、東京海上インドネシア株式会社までお問い合

わせください。

航空券やホテル・ツアーのご予約、レンタルカーのご利用、ビ

ザ手続きの代行などについては、J NET TRAVEL までお問い

合わせください。

POINT!

「復旧期間中の営業利益の損失が、
実際の物的損害額を上回るケース
も少なくありません。」

「工場を稼働することが出来なくても、
人件費や賃貸料、減価償却費等は発生。」
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