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ALSOK 見まもりサービス
もしも の時には自動で連絡

お悩み解決

屋外に
出ているときに
何かおきて
ないかしら…

!!
こういった悩みを
お持ちの方には、

低コストでリスク管理や労務管理を強化したい！
屋外での見まもりは大変…。
一人で外出した時に不安を感じる。

屋外での見まもりを実現したサービスです。トラブル時の駆けつけはもちろん、事前に指定した連絡先との
通話機能を搭載することで、安否確認を行うことも可能です。さらに、端末に搭載されたセンサーで「転倒」
や「ライフリズム異常」を感知し、自動的に通報できる画期的なサービスです。

多彩なセキュリティ機能
位置情報等提供
サービス

現在位置や設定した時刻の位置情報の取得、指
定されたエリアへの出入り情報などを、メールや
パソコンで確認できます（検索回数無制限）
。
緊急時に端末中央の「緊急・通話ボタン」を

緊急通報

こんなときに

押すことで ALSOK（監視センター）へ通報さ
れます。
端末の所持者が外出先で転倒して動けない状

転倒感知

況を感知。自動的に ALSOK( 監視センター）
へ異常を発信します。

ライフリズム
異常通知

時 間 内にボタン 操 作やセンサーが 感 知しな
かった場合、自動的に異常を発信します。

掛かりつけの病院等の情報を ALSOK がお預

救急情報登録

かりし、医療機関等からの要請に応じてその
情報を提供します。
端末からのハンズフリー通話で、365 日・24

電話健康相談

時間常駐している看護師に健康相談すること
ができます。

個人でお住まいのお客様は…

ご高齢者様の暮らしに「安心・安全」をお約束します。

みまもりサポート

ご利用者様宅
ポイント

1
ポイント

2
ポイント

3

ボタンひとつで

3

つのポイント

駆けつけます

体調が悪いとき、ボタンを押すと ALSOK の
ガードマンが駆けつけます !

自宅からいつでも

相談できます

相談ボタンを押すと24 時間いつでも ALSOK ヘルスケアセンターとつながります！
主な相談
サービス

□ 健康・介護に関するご相談 □ 介護事業者のご紹介
□ 医療機関・介護施設の情報 □ 疾病予防・健康管理に関する施設紹介

救急情報を

引き継ぎます

万が一、救急車による搬送が必要になった場合、
かかりつけの病院や持病などの緊急情報を駆けつけた
救急隊員へ引き継ぎます。
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超ビジネス保険
「超ビジネス保険」は、
「事業活動包括保険」のペットネームです。

お悩み解決

火災や賠償責任、労災に関する
保険に入っているけど、それぞれ
の手続きがややこしい。一本化
できるセットがあったらなぁ…。

超ビジネス保険は、お客様の
会社と事業を取り巻くリスク
からしっかりお守りいたします！

!!

超ビジネス保険は、様々な補償を 1 つの保険にまとめることでモレや
ダブりを防ぎます。契約の手続きや契約後の管理がストレスなく行える
だけでなく、うれしい割引制度も付いています。

お客様のご要望に応じた補償内容を設計いたします。
お客様に必要な補償を 1 つの保険にまとめました。

モレやダブりが
ないか不安

従来の
保険契約

スッキリ！
補償の
重複がない！

超ビジネス
保険

ご契約手続き
を一本化！

ご契約手続きが
保険ごとに必要

コスト削減にお役立ていただける割引制度もご用意しております。
*1
お客様の保険料のご負担を軽減する割引制度をご用意しています。

条項セット割引

*1 地震危険補償特約および地震休業補償特約の
保険料は割引の対象外です。

傷害セット割引

始期日時点で、以下の補償の中から、異なる 2 種類以上の補償
をご契約の場合

賠償責任に関する補償（賠償責任補償条項）
財産に関する補償または工事に関する補償（財産補償条項）
休業に関する補償（休業補償条項）

始期日時点で、以下のいずれかに該当する場合
①東京海上日動の T プロテクション *2 をご契約の場合
②東京海上日動の T プロテクション *2 の団体契約（あんしんプロテ
クト W*2、経営ダブルアシスト *2 等を
含みます。
）にご加入の場合
*2 正式名称は一般傷害保険といいます。

自動車優良割引

労災事故に関する補償（労災事故補償条項）

始期日時点で、
10 台以上の自動車を東京海上
日動幹事の自動車保険でご契約 *3 の場合

このうち

*3 優良割引適用のフリート契約 *4 に限ります。

2 種類
ご契約で

3％割引！

3種類以上
ご契約で

3％割引！

5％割引！

3％割引！

*4 フリート資格審査期間
（総付保台数 10 台到達日から第 1 回料率審査日の
前日までの期間）中の場合は、各自動車のノンフリート等級割引・割増率の平
均が割引となれば優良割引適用契約とみなします。

条項セット割引・傷害セット割引・自動車優良割引は併せて適用されます。

それが「超ビジネス保険」です。

様々な補償をまとめて、1 つの保険にしてご提案。

こちらは、超ビジネス保険（事業活動包括保険）の概要についてご紹介したものです。保険の内容は超ビジネス保険のパンフレットをご確認
ください。詳細は保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または東京海上日動にお問い合わせください。ご契約に際しては、
必ず「ご契約のしおり」をご覧下さい。
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異なる補償条項に 2 つ以上、チェックがついた介

STEP1

心配となる事故事例を

▶

チェックしてください。

STEP2

護事業者様は、おまとめすることで保険料がお安
くなる可能性があります。
（補償条項の種類につい
ては左ページ下部の記載をご確認ください）

お悩み解決

事業活動を取り巻くリスク一覧表

本シートの使用例

!!

賠償責任に関する事故例（賠償責任補償条項）
①施設・事業活動遂行事故

②管理下財物の紛失・盗難

事故例

事故例

事故例

食事介 護 が必 要な 利用者
から目を離した結果、利用
者が誤嚥してしまった。

利用者を送迎車から降
ろし、車 椅 子に乗せよ
うとしているときに 転
倒させてしまった。

居宅介護支援業務を行う
お客様へ

職員が利用者から
預かった鍵を紛失
し、鍵のシリンダー
交換に費用がか
かった。

事故例

「施設・事業活動遂行事故の補償」を
ご 契約いただくと、次のような事故
の場合にも保険金をお支払いします。

事故例

ケアマネージャーの手配ミスにより、本来、利用者が受け
られるサービスを受けられなかった。その際に、全額自己
負担で代替サービスを手配したことにより被った経済的損
害について、損害賠償請求を受けた。

作成されたケアプランに基づき住宅改修を
行ったが、実際は介護保険給付の対象外
であった利用者が被った経済的損害につい
て損害賠償請求を受けた。

③生産物・完成作業事故

④リース・レンタル財物の損壊

事故例

事故例

提供した食事により利用
者が食中毒になった。

事故例

利 用者自宅 の 住宅改修工
事にミスがあり、工事の一
週間後手すりがはずれて利
用者がケガをした。

⑤情報漏えい事故

職 員 が、リース中
の介護機器を誤っ
て壊してしまった。

⑥借用不動産損壊事故

事故例

事故例

事務所荒らしの被害にあい、利用者の病歴等のセ
ンシティブ情報が記録されたパソコンが盗まれた
ことについて、プライバシーの侵害で訴えられた。

賃 借している施 設 が、
調理中の火事で半焼し
てしまった。

財産に関するリスク（財産補償条項）
①火災、落雷、破裂・爆発

②盗難

事故例

③給排水設備事故の水濡れ等
事故例

火災により、建物や備品
が燃えてしまった。

事務所に夜間何者かが
侵 入し、パソコン、業
務用の通貨等、預貯金
証書が盗難にあった。

事故例
給 排 水 設備 事 故によ
り建物内が水浸しとな
り、建物内の備品が汚
損した。

休業に関するリスク（休業補償条項）
①火災、落雷、破裂・爆発

②食中毒

事故例

事故例

火災により、建物や設備・
備品が燃えてしまったた
め、修理期間中は営業を
休業し、売上が減少した。

提供した食事により施
設利用者が食中毒に
なったため、保健所の
営業停止命令により営
業を休業し、売上が減
少した。

◆本制度に関する詳しいお問い合せは、下記までお願いいたします。

プラス株式会社（スマート介護）
東京都千代田区永田町 2-13-10

TEL:03-6205-8519

FAX:03-6205-8607

まずは下記までお問い合わせください。

TEL : 03-6205-8519

引受保険会社

東京海上日動火災保険株式会社
（担当課）医療・福祉法人部 法人第 2 課

取扱代理店

〒 100-0014

異なる補償条項に
2 つ以上チェックがついたら…

プルデンシャルタワー 13 階

〒 102-8014

東京都千代田区三番町 6-4

TEL:03-3515-4144
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