
リース/割賦物件の万が一に備えるために

動産総合保険内容のご案内

引受保険会社　東京海上日動火災保険株式会社



オールリスク

動産総合保険補償内容

保険の対象となるご契約物件に、下記事故により直接生じた損害を補償します。

落石や衝突等の外来
的事故による破損

火災 風害、ひょう災、雪災 落雷、破裂、爆発

水災、台風電気的・機械的事故
(ショート・アーク等)

輸送用具に積載中及
び運送中に生じた破損

運搬用具に積込中及
び運搬中に生じた破損

全部及び一部盗難車両の衝突接触により
車両に生じた損害

その他不測かつ突発
的・偶発的事故



• 物的損害のない不具合などの損害(性能上の問題)
 

• フロントガラス等のガラス部分のみの破損による損害
 

• 日常の使用または運転に伴う摩滅、消耗または劣化、経年劣化等による疲労破壊に起 
 因する損害
 

• (応急修理)及び修繕中の代替機費用
 

• 建設機械等の修理などの作業中における、作業上の過失または技術の拙劣に起因す 
 る損害
 

• 戦争、その他の変乱に起因する損害
 

• 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
 

• 自然の消耗または性質によるサビ、カビ、またはネズミ食い、虫食い等の損害
 

• 原子力危険に起因する損害
 

• 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重過失に起因する損害

• 建設機械等に加工を施した場合、加工着手後に生じた損害
 

• 詐欺または横領に起因して生じた損害

• 置き忘れまたは紛失に起因する損害 

 

• 地震、噴火、津波に起因する損害

保険金お支払の対象とならない損害

仮修理



保険期間

免責金額

分損および全損事故 について

保険期間はリースまたは割賦期間と同期間です。

物損事故： 原則として10万円
盗難： 原則として免責なし
 (但し、盗難車両が発見されなかった場合に限る。
 一部盗難を除く)
 
次のようなときには免責金額が個別設定になる場合があります。

• リース物件または割賦物件の用途が、弊社が特定する用途に該当する場合

• 同一のリース物件または割賦物件にて、複数回の事故が発生した場合

• 分損事故の場合、リースまたは割賦契約は継続されます。

• 全損事故の場合、リースまたは割賦契約は中途解約となり、規定の損害金をご負担 
 頂くことになります。
 但し、保険会社から支払われる保険金を限度として損害金は免除されます。



よくあるご質問

1. 保険事故が発生しました。協定(*)前に修理しても保険金は支払われますか？
 協定(*)前に修理を開始した場合、保険金が満額お支払できないことがあります。

2. 事故申請から保険金確定の連絡まで、どれくらい時間がかかりますか？
 平均的に１ヶ月程度かかります。
 立会いが必要な事故や査定に必要な書類が揃っていない場合、さらに時間が必要 
 となることがあります。

3. 保険金請求時に請求書は必要ですか？ 

 お振込先の金融機関名/支店名/預金種別/口座番号/口座名義人名/該当の事故日/ 
 機種が記載されている書類が必要となります。
 上記が記載されている書類であれば、請求書は必要ありません。
 書類はキャタピラーファイナンスへメール若しくは郵便にてご提出ください。

4. 支払先は指定できますか？
 保険金のお振込先は、修理工場若しくはお客様どちらでもご選択頂けます。

5. 保険金請求手続き後、どれくらいで保険金が支払われますか？
 キャタピラーファイナンス保険担当者が保険金請求に必要な書類 (書類の詳細はQ3 
 をご参照ください) を受け取り後、2週間程度でご指定の口座に入金となります。

*協定とは・・・保険会社と修理工場が協議して、保険金額の合意をすること



6. 事故報告書はどこで入手できますか？
 この冊子の裏ページの動産総合保険事故通知書へ変更をご利用ください。

7. 免責金額は誰が誰に支払えばいいのですか？

 お客様より修理工場へ直接お支払い頂きます。免責金額は契約書の特約欄で  
 ご確認頂くか、お電話にてお問い合わせください。

8. 転倒して機械内部が壊れているか確認したいのですが、確認のための点検費用 
 は保険金の対象ですか？

 機械に損害が無かった場合、損害範囲を調べるための点検費用は対象外となり 
 ます。転倒に起因する損害が確認された場合は点検費用も保険金としてお支払 
 いできることもあります。

9. 亀裂/割れ/折れ/ひびは保険金の対象になりますか？
 経年劣化による亀裂/割れ/折れ/ひびは保険金の対象外になります。

10. ガラスが割れましたが保険金の対象になりますか？

 キャブフレームに及ぶ損傷がある場合、対象となります。
 ガラスの単独損害は、対象外となります。

11. 代車費用は保険金の対象ですか？

 代車費用は対象になりません。

よくあるご質問

問い合わせ先: キャタピラー・ファイナンス株式会社 

営業時間: 9:00-18:00 (土、日、祝祭日を除く)

045-682-3703



事故発生時のお手続きについて

お客様 修理担当者・販売店 キャタピラー・ファイナンス 保険会社・
査定担当者

保険事故発生

事故通知書作成・報告(修理見積書/カラー
写真/事故通知書提出)

盗難時は「同意書」も提出

事故受付
契約内容 / 書類確認

即日保険会社へ報告

事故報告書受理

査定担当者指定

損害確認

(事故受付からの目安: 一週間
程度)

査定中のお問い合わせ

ご連絡事項の受付

損害金協定(*) (事故受付から
の目安： 3週間程度)

協定(*)後手続き
保険金額決定

損害算定金額連絡保険金額のご案内 (事故受付か
らの目安: 1か月程度)

ご請求手続き

(保険金振込先指定口座
の連絡)

保険金請求書作成/発送
(請求手続きと同日)

保険金支払い手続き
振込案内郵送

入金/振込案内書到着
請求手続きから2週間程度
(工場へ入金時は、案内も工場へ発送されます。)

事故申請に関するお問い合わせ/
手続きのご説明

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow", the "Power Edge" trade dress as 
well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

事故連絡
盗難時は警察届出後、
受理番号を取得



【添付書類】　下記以外にも必要に応じ、別途ご提出をお願いする場合がございます。
 カラー写真　：損害状況や全体が鮮明に投影されている写真複数枚及び、号機が投影されている写真
 修理費用見積書

お客様自身(従業員)　
・　従業員以外

動産総合保険　事故通知書

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　____________________________印

事故の際、事故通知書を早急にご提出願います。

契約番号 契約日  　年　 　　月　　 　日

物件名　　　　　　　
  （シリアルＮｏ）

事故日時  年 月 日   (               ) AM  ・  PM : 頃

事故場所 都道 市区
 府県 郡

概算修理費用 円 入庫状況  未　  　・　  　済
  

修理工場名   修理工場ＴＥＬ （　　　　）
      　　　　　－　　　　　
   
修理工場ご担当者名   ご担当者携帯  （　　　　）
(ご連絡窓口の方)      　　　　　－　　　　　   
 
弊社よりお客様へ、事故受付時及び長期未解決時等に進捗を連絡致します。進捗を連絡することにご了解頂けましたら、以下にお客様のご
担当者名/連絡先をご記入ください。ご記入のない場合は、ご依頼ある場合を除きお客様への進捗連絡は致しません。

お客様ご担当者名   お客様ＦＡＸ － － 
     

お客様email @ お客様ＴＥＬ － －  
        

事故状況（状況のご説明と簡単な図をご記入ください）

考えられる事故原因･･･(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

輸送·運搬用具に建機を積載·運搬中/積込·積み下ろし中に起きた事故の場合、
上記作業をされていた方に○を付けて下さい

(お客様ご捺印欄）

②
①

〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1　Ocean Gate Minato Mirai 12 階

・

（ＦＡＸ：０４５－６８２－３７９５）

※ 盗難の場合は、盗難届出受理番号が必要となります。

（E-mail:fpdjapancustomerservicegroup@cat.com）

※ 火災の場合は、罹災証明書の写しが必要となります。

CAT Fi Ins-02
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