
外航貨物海上保険
ハートライナー保険

安心の海外引越を応援します。

平成 28年 4 月改定



保険お申込みのポイント

引越荷物が到着したら

引越のお申込時に保険手配のお申込みができますので簡単です。

日通はお客さまの大切な引越荷物を、万全を期して安全にお届けします。
しかし、万一事故がおこったら……。このような場合にお役に立つのがハートライナー保険です。

ハートライナー保険とは

偶発的な事故により、引越荷物に生じた損害を補償し
ます。ハートライナー保険は、原則として、お客さまの
引越荷物をお預かりした時から、海外の転居先またはご
指定先へお届けするまで、海上・航空・陸上の輸送中は
もちろん、通関・一時保管中を含む全ての期間中、一貫
して切れ目なくお客さまの大切な財産をお守りします。
さらに、引越荷物が転居先に到着後、30日の間に発生
した火災・落雷・破裂・爆発により生じた損害もあわせ
て補償します。
（注）�戦争危険の保険期間は、基本的に海上・航空輸送

中に限定されます。
（注）�担保内容・保険期間の詳細につきましては、適用

約款をご用意しておりますので日通または損保
ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

ハートライナー保険のお申込みの際は、次の点にご注意
ください。

1.日通の荷物明細書（パッキングリスト）にそれぞれの
品名、数量、価格をご記入ください。原則として、こ
の明細書に記載された申告価格が、保険金お支払いの
際のお支払限度額となりますのでご注意ください。

2.1点または1組10万円以上の食器、家具などは、個別
に具体的な品名などを明記してください。

3.日本製の衣類や電化製品、食料品などは、海外の転居
先では日本国内に比較して高額となることがありま
す。このため海外転居先で調達可能な金額（再調達価
額）を基準として設定してください。

4.ペア・セット品については荷物明細書（パッキングリ
スト）へ各ペア・セット品単位にまとめて１行に品
名・価格をご記入ください。

万一、事故が発生した場合には、ただちにご連絡いただけませんと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。

◦引越荷物の事故の有無について、できるだけすみやかにご確認ください。
配達後1か月を超えてからの事故の通知の場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

◦請求額が30万円（またはその相当額）を超える見込みの場合は、保険承認状記載の損害査定代理人（または、最寄りの損保ジャパン
日本興亜指定の損害査定代理人）の立合調査を受けなければなりませんのでご了承ください。



保険金をお支払いできない主な損害

保険金をお支払いする主な損害

ハートライナー保険は、お客さまの引越荷物をオールリスク担
保条件で補償しております。具体的には次のような損害がお支
払いの対象となります。
1. 輸送中に家具がこわれてしまった。
−−家具の修理費をお支払いします。

2. 衣類が汚れてしまった。
−−クリーニング費用をお支払いします。

3. ６客あるコーヒーカップのうち ､２客が割れてしまった。
−−こわれた２客のコーヒーカップについて、お支払いします。

　（注）セット分全額はお支払いできませんのでご注意ください。
4. 大切なアルバムがなくなってしまった。
−−原則として、客観的判断によるアルバムの価格もしくは
荷物明細書（パッキングリスト）記載の金額を限度にお
支払いします。

5.�引越先で、１週間後に火災が発生し、引越荷物が全焼してし
まった。
−−原則として、荷物明細書（パッキングリスト）記載の金
額を限度として、全焼した引越荷物の再調達費用をお支
払いします。

次のような損害につきましては、保険金お支払いの対象にはな
りませんので、ご了承ください。
1. 金物や革製品などに自然に発生したカビやサビなど、引越
荷物自身の持つ性質の変化によって生じた事故

2. オーディオ、パソコンなどの電化製品に生じた原因不明の故障
3. 配達が予定より遅れたために生じた損害・費用
4. 自動車の擦り傷（ただし、船舶の沈没・座礁・衝突・火災によっ
て生じた損害はお支払いします。）　　　　　　　　　　 �など

万一の場合の事故処理は日通がお手伝いします。
引越のお申込みと同時に保険手配のお申込みができますので、お手続きは簡単です。
万一の場合でも、日通と損保ジャパン日本興亜がスピーディに対応します。
海外への引越には、是非ハートライナー保険をおかけになるようお勧めします。

上記をまとめますと次のようになります。

主な損害の種類 ハートライナー保険
�1.�沈没・座礁・衝突・火災 ○
�2.�破損（修繕費）、盗難 ○
�3.�濡損、汚損（クリーニング費用） ○
�4.�セット商品の一部損傷 ○＊
�5.�到着後30日以内の火災、落雷、破裂または爆発 ○＊
�6.�自動車の破損、まがり、へこみ、盗難、不着 ○
�7.�自動車の擦損 ▲
�8.�引越荷物自身の持つ性質変化による事故 ×
�9.�オーディオ、パソコンなどの原因不明の故障 ×
10.�遅延による損害・費用 ×
11.���放射能汚染、化学兵器、生物兵器、生化学兵器、
電磁兵器などによる損害 ×

12.�保管中のテロ損害 ×
13.��保険会社が国連などの各種制裁などを受けるおそ
れがある場合 ×

○：保険金をお支払いします。　○＊：保険金をお支払いします。（条件付き）　
×：保険金をお支払いしません。　▲：保険金をお支払いしません。（ただし、上
記表中１の危険によって生じた損害は補償されます。）



主 な 適 用 約 款

協会貨物約款（Ａ）（2009年1月1日）
担保危険
危険
1.		この保険は、下記第４条、第５条、第６条および第７条の規定
により除外された場合を除き、保険の目的物の滅失または損傷
の一切の危険を担保する。

共同海損
2.		この保険は、下記第４条、第５条、第６条および第７条におい
て除外された事由を除く一切の事由による損害を避けるためか
またはこれを避けることに関連して生じ、運送契約および／ま
たは準拠法および慣習に従って精算されまたは決定された共同
海損および救助料をてん補する。

「双方過失衝突」条項
3.		この保険は、この保険の一切の担保危険に関して、運送契約の
双方過失衝突条項により被保険者が負担する責任額をてん補す
る。上記条項によって運送人から請求があった場合には、被保
険者はその旨を保険者に通知することを約束する。保険者は自
己の費用で、運送人の請求に対して被保険者を防護する権利を
有する。

免責事由
4.		この保険は、いかなる場合においても以下のものをてん補しな
い。

	 4.1		被保険者の故意の違法行為に原因を帰し得る滅失、損傷ま
たは費用

	 4.2		保険の目的物の通常の漏損、重量もしくは容積の通常の減
少または自然の消耗

	 4.3		この保険の対象となる輸送に通常生じる出来事に堪えるこ
とができるはずの保険の目的物の梱包または準備が、不十
分または不適切であることによって生じる滅失、損傷また
は費用。ただし、その梱包または準備が、被保険者もしく
はその使用人によって行われる場合またはこの保険の危険
開始前に行われる場合に限る（本約款においては、「梱包」
にはコンテナヘの積付けを含むものとし、「使用人」には
独立した請負業者を含まない）。

	 4.4		保険の目的物の固有の瑕疵（かし）または性質によって生
じる滅失、損傷また　は費用	

	 4.5		遅延が担保危険によって生じた場合でも、遅延によって生
じる滅失、損傷または費用（上記第２条によって支払われ
る費用を除く）

	 4.6		船舶の所有者、管理者、用船者または運航者の支払不能ま
たは金銭債務不履行によって生じる滅失、損傷または費用。
ただし、保険の目的物を船舶に積込む時に、被保険者がそ
のような支払不能または金銭債務不履行が、その航海の通
常の遂行を妨げることになり得ると知っているか、または
通常の業務上当然知っているべきである場合に限る。

	 	 	本免責規定はある拘束力のある契約に従って、善意で保険
の目的物を購入した者もしくは購入することに同意した者
に保険契約が譲渡され、その者が本保険により保険金を請
求する場合には適用されない。

	 4.7		直接であると間接であるとを問わず、原子核の分裂およ
び／もしくは融合もしくはその他類似の反応または放射能
もしくは放射性物質を利用した兵器または装置の使用に
よって生じる、またはそれらの使用から生じる滅失、損傷
または費用

5. 5.1	 	この保険は、いかなる場合においても以下の事由から生じ
る滅失、損傷または費用をてん補しない。

	 	 5.1.1 	船舶または艀の不堪航、または船舶もしくは艀が保
険の目的物の安全な運送に適さないこと。ただし、
被保険者が、保険の目的物がこれらの輸送用具に積

込まれる時に、その不堪航または安全な運送に適さ
ないことを知っている場合に限る。

	 	 5.1.2		コンテナまたは輸送用具が保険の目的物の安全な運
送に適さないこと。ただし、これらの輸送用具への
積込みが、この保険の危険開始前に行われる場合、
または被保険者もしくはその使用人によって行われ、
かつ、これらの者が積込みの時に運送に適さないこ
とを知っている場合に限る。

	 5.2		上記第５条１項１号の免責規定は、ある拘束力のある契約
に従って、善意で保険の目的物を購入した者または購入す
ることに同意した者にこの保険契約が譲渡され、その者が
本保険により保険金を請求する場合には適用されない。

	 5.3		保険者は、船舶の堪航性および船舶が保険の目的物の仕向
地までの運送に適することについての黙示担保の違反が
あっても、これを問わない。

6.		この保険は、いかなる場合においても、以下の事由によって生
じる滅失、損傷または費用をてん補しない。

	 6.1		戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じる
国内闘争、または敵対勢力によってもしくは敵対勢力に対
して行なわれる一切の敵対的行為

	 6.2		捕獲、拿捕（だほ）、拘束、抑止または抑留（海賊行為を
除く）およびこれらの結果またはこれらの一切の企図

	 6.3		遺棄された機雷、魚雷、爆弾またはその他の遺棄された兵
器

7.		この保険は、いかなる場合においても、以下の滅失、損傷また
は費用をてん補しない。

	 7.1		ストライキに参加する者、職場閉鎖を受けた労働者、また
は労働争議、騒じょうもしくは暴動に参加している者に
よって生じるもの

	 7.2		ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒じょうまたは暴動か
ら生じるもの		

	 7.3		一切のテロ行為、すなわち、合法的にあるいは非合法に設
立された一切の政体を、武力または暴力によって転覆させ
あるいは支配するために仕向けられた活動を実行する組織
のために活動し、あるいはその組織と連携して活動する者
の行為によって生じるもの

	 7.4		政治的、思想的、または宗教的動機から活動する一切の者
によって生じるもの

保険期間
輸送条項
8. 8.1	 	下記第 11 条に従うこととして、この保険は（この保険契

約で指定された地の）倉庫または保管場所において、この
保険の対象となる輸送の開始のために輸送車両またはその
他の輸送用具に保険の目的物を直ちに積込む目的で、保険
の目的物が最初に動かされた時に開始し、

	 	 通常の輸送過程にある間継続し、

	 	 8.1.1		この保険契約で指定された仕向地の最終の倉庫また
は保管場所において、輸送車両またはその他の輸送
用具からの荷卸しが完了した時、

	 	 8.1.2		この保険契約で指定された仕向地到着前にあると仕
向地にあるとを問わず、被保険者もしくはその使用
人が、通常の輸送過程以外の保管のため、または割
当もしくは分配のためのいずれかに使用することを
選ぶその他の倉庫もしくは保管場所において、輸送
車両またはその他の輸送用具からの荷卸しが完了し
た時、または

	 	 8.1.3		被保険者もしくはその使用人が、通常の輸送過程以
外の保管のため、輸送車両もしくはその他の輸送用
具またはコンテナを使用することを選んだ時、また
は

	 	 8.1.4		最終荷卸港における保険の目的物の航洋船舶からの
荷卸完了後 60 日を経過した時、

	 	 のうち、いずれか最初に起きた時に終了する。

4

ハートライナー保険に適用される約款について
ハートライナー保険は、日本通運株式会社が損害保険ジャパン日本興亜株式会社との間で締結した貨物海上保険特約書により、以下の補償
内容で日本通運株式会社が保険を手配しています。実際の保険約款は英文ですが、ここでは和文（試訳）にてご案内させていただきます。



	 8.2		最終荷卸港における航洋船舶からの荷卸後でこの保険の終
了前に、保険の目的物が保険に付けられた仕向地以外の地
に継搬される場合は、この保険は第８条１項１号から第８
条１項４号の保険終了の規定に従って存続するが、変更さ
れた仕向地への輸送の開始のために保険の目的物が最初に
動かされる時以降は延長されない。

	 8.3		この保険は、（上記の第８条１項１号から第８条１項４号
に規定された保険終了の規定、および下記第９条の規定に
従うこととして）被保険者の支配しえない遅延、一切の離
路、やむを得ない荷卸し、再積込または積替の期間中およ
び運送契約によって運送人に与えられた自由裁量権の行使
から生じる一切の危険の変更の期間中有効に存続する。

	 	
運送契約打切
9.		被保険者の支配しえない事情により、運送契約がその契約で指
定された仕向地以外の港または地において打切られたか、また
は、上記第８条に規定するとおり、保険の目的物が荷卸しされ
る前に輸送が打切られた場合には、この保険もその時点で終了
する。ただし、被保険者が、遅滞なくその旨を保険者に通知し、
担保の継続を要請する場合は、保険者が割増保険料を請求する
ときはその支払いを条件として、この保険は、

	 9.1		輸送が打切られた港もしくは地において保険の目的物が売
却の上引渡される時、または特に別段の協定が行われない
限りは、これらの港または地への保険の目的物の到着後 60
日を経過した時、のうち、いずれか最初に起きた時、また
は

	 9.2		保険の目的物が、上記60日の期間（もしくは協定によりこ
れを延長した期間）内に、この保険契約で指定された仕向
地もしくはいずれか他の仕向地へ継搬される場合は、上記
第８条の規定によって保険が終了する時まで、有効に存続
する。

航海の変更
10. 10.1	 	この保険の危険開始後に被保険者が仕向地を変更する場

合は、遅滞なくその旨を保険者に通知し、保険料率およ
び保険条件の協定をしなければならない。その協定前に
損害が発生した場合は、営利保険市場において妥当と考
えられる保険条件および保険料率による担保が得られる
ときに限り、担保が提供される。

	 10.2	 	保険の目的物が、（第８条１項に従い）この保険によっ
て企図された輸送を開始したが、被保険者およびその使
用人が知らずして、船舶が別の仕向地に向けて出帆した
場合であっても、この保険はその輸送開始の時に危険が
開始したものとする。

保険金の請求
被保険利益
11. 11.1	 	この保険によって損害のてん補を受けるためには、被保

険者は、損害発生の時に保険の目的物について被保険利
益を有していなければならない。

	 11.2	 	上記第 11 条１項の規定に従うこととして、保険契約の
締結前にこの保険の対象となる損害が発生していたとし
ても、被保険者がその損害発生の事実を知り、かつ保険
者がこれを知らなかった場合を除き、被保険者はこの保
険によって担保されている期間内に発生するこの損害に
ついててん補を受ける権利がある。

継搬費用
12.  この保険によって担保されている危険の作用の結果として、
この保険の対象となる輸送が、この保険によって保険の目的
物がそこまで担保されている港または地以外の港または地で
打切られる場合には、保険者は、保険の目的物の荷卸し、保
管およびこの保険が付けられた仕向地までの継搬のために適
切かつ合理的に支出された一切の追加費用を被保険者にてん
補する。

	 	 	この第 12 条は、共同海損または救助料には適用されないが、
上記第４条、第５条、第６条および第７条に規定された免責
規定の適用を受ける。また、この第 12 条は被保険者またはそ
の使用人の過失、怠慢、支払不能または金銭債務不履行から
生じる費用を含まない。

推定全損
13.  保険の目的物の現実全損が避け難いと思われるため、または
保険の目的物の回収、補修および保険に付けられた仕向地ま

での継搬に要する費用の合計額が到着時の保険の目的物の価
額を超える見込であるために、保険の目的物が合理的に遺棄
される場合を除き、推定全損に対する保険金はこの保険では
てん補されない。

増値
14. 14.1	 	この保険に付けられた保険の目的物について被保険者が

増値保険を付けた場合は、保険の目的物の協定価額は、
この保険の保険金額および同じ損害をてん補するすべて
の増値保険の保険金額の合計額まで増額されたものとみ
なされ、この保険による保険者の責任額は、この保険の
保険金額の上記合計保険金額に対する割合による。

	 	 	保険金の請求に際しては、被保険者は、この保険以外の
すべての保険の保険金額についての証拠を保険者に提供
しなければならない。

	 14.2	 	この保険が増値についての保険である場合には、以下の
規定を適用する。

	 	 	保険の目的物の協定価額は、原保険の保険金額および被
保険者によってその保険の目的物について保険に付けら
れ、同じ損害をてん補するすべての増値保険の保険金額
の合計額と同額とみなされるものとし、この保険におけ
る保険者の責任額は、この保険の保険金額の上記合計保
険金額に対する割合による。

	 	 	保険金の請求に際しては、被保険者は、この保険以外の
すべての保険の保険金額についての証拠を保険者に提供
しなければならない。

保険の利益
15. この保険は	
	 15.1	 	被保険者を対象とする。被保険者には、この保険契約を

自ら締結した者もしくは自己のためにこの保険契約を締
結された者として、または譲受人として、保険金の請求
を行う者を含む。

	 15.2	 	拡張解釈またはその他の方法によって運送人その他の受
託者を利するために利用されてはならない。

損害の軽減
被保険者の義務
16.  この保険によって損害がてん補されるためには、以下のこと
を被保険者ならびにその使用人および代理人の義務とする。

	 16.1	 	その損害を回避または軽減するために合理的な処置を講
じること、

	 	 および
	 	16.2	 	運送人、受託者またはその他の第三者に対するすべての

権利が適切に保全され、かつ行使されることを確保する
こと。

	 	 	保険者は、この保険によっててん補されるすべての損害
に加えて、これらの義務を履行することにより適切かつ
合理的に支出された一切の費用についても被保険者に支
払う。

権利放棄
17.  保険の目的物の救助、保護または回復のために被保険者また
は保険者が講じる処置は、委付の放棄または承諾とみなされ
ず、またいずれの当事者の権利を害するものでもない。

遅延の回避
18.  被保険者が自己の支配しうるすべての状況下において相当な
迅速さをもって行動することがこの保険の条件である。

法律および慣習
19. この保険は、英国の法律および慣習に従う。

注意：	第９条により担保の継続が要請される場合、または第10条
により仕向地の変更が通知される場合には、遅滞なくその
旨を保険者に通知する義務があり、担保の継続を受ける権
利は、この義務が履行されることを条件とする。
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協会貨物約款（航空）（郵便物を除く）
（2009年1月1日）

担保危険
危険
1.	 この保険は、下記第 3条、第 4条および第 5条の規定により除
外された場合を除き、保険の目的物の滅失または損傷の一切の
危険を担保する。

救助料
2.  この保険は、下記第 3条、第 4条および第 5条において除外さ
れた事由を除く一切の事由による損害を避けるためかまたはこ
れを避けることに関連して生じた救助料をてん補する。

免責事項
3. 	この保険は、いかなる場合においても以下のものをてん補しな
い。

	 3.1		被保険者の故意の違法行為に原因を帰し得る滅失、損傷ま
たは費用

	 3.2		保険の目的物の通常の漏損、重量もしくは容積の通常の減
少または自然の消耗

	 3.3		この保険の対象となる輸送に通常生じる出来事に堪えるこ
とができるはずの保険の目的物の梱包または準備が不十分
または不適切であることによって生じる滅失、損傷または
費用。ただし、その梱包または準備が、被保険者もしくは
その使用人によって行われる場合またはこの保険の危険開
始前に行われる場合に限る（本約款においては、「梱包」
にはコンテナヘの積付けを含むものとし、「使用人」には
独立した請負業者を含まない）。

	 3.4		保険の目的物の固有の瑕疵（かし）または性質によって生
じる滅失、損傷または費用

	 3.5		航空機、輸送用具またはコンテナが保険の目的物の安全な
輸送にとって適さないことから生じる滅失、損傷または費
用。ただし、これらの輸送用具への積込みが、この保険の
危険開始前に行われる場合、または被保険者もしくはその
使用人によって行われ、かつ、これらの者が積込みの時に
輸送に適さないことを知っている場合に限る。

	 	 	本免責規定はある拘束力のある契約のもとで、善意で保険
の目的物を購入した者または購入することに同意した者に
この保険契約が譲渡され、その者が本保険により保険金を
請求する場合には適用されない。

	 3.6		遅延が担保危険によって生じた場合でも、遅延によって生
じる滅失、損傷または費用

	 3.7		航空機の所有者、管理者、チャータラーまたは運航者の支
払不能または金銭的債務不履行によって生じる滅失、損傷
または費用。ただし、保険の目的物を航空機に積込む時に、
被保険者がそのような支払不能または金銭的債務不履行
が、その輸送の通常の遂行を妨げることになり得ると知っ
ているか、または通常の業務上当然知っているべきである
場合に限る。本免責規定はある拘束力のある契約に従って、
善意で保険の目的物を購入した者もしくは購入することに
同意した者に保険契約が譲渡され、その者が本保険により
保険金を請求する場合には適用されない。

	 3.8		直接であると間接であるとを問わず、原子核の分裂およ
び /もしくは融合もしくはその他類似の反応、または放射
能もしくは放射性物質を利用した兵器または装置の使用に
よって生じる、またはそれらの使用から生じる滅失、損傷
または費用

4. 	この保険は、いかなる場合においても以下の事由から生じる滅
失、損傷または費用をてん補しない。

	 4.1		戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じる
国内闘争、または敵対勢力によってもしくは敵対勢力に対
して行なわれる一切の敵対的行為

	 4.2		捕獲、拿捕（だほ）、拘束、抑止または抑留（海賊行為を除く）
およびこれらの結果またはこれらの一切の企図

	 4.3		遺棄された機雷、魚雷、爆弾、またはその他の遺棄された
兵器

5. 	この保険は、いかなる場合においても、以下の滅失、損傷また
は費用をてん補しない。

	 5.1		ストライキに参加する者、職場閉鎖を受けた労働者、また

は労働争議、騒じょうもしくは暴動に参加している者に
よって生じるもの

	 5.2		ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒じょうまたは暴動か
ら生じるもの

	 5.3		一切のテロ行為、すなわち、合法的にあるいは非合法に設
立された一切の政体を、武力または暴力によって転覆させ
あるいは支配するために仕向けられた活動を実行する組織
のために活動し、あるいはその組織と連携して活動する者
の行為によって生じるもの

	 5.4		政治的、思想的、または宗教的動機から活動する一切の者
によって生じるもの

保険期間
輸送条項
6.	6.1	 	下記第 9条に従うこととして、この保険は（この保険契約

で指定された地の）倉庫、構内または保管場所において、
この保険の対象となる輸送の開始のために輸送車両または
その他の輸送用具に直ちに保険の目的物を積込む目的で、
保険の目的物が、最初に動かされた時に開始し、

	 	 通常の輸送過程にある間継続し、
	 	 6.1.1		この保険契約で指定された仕向地の最終の倉庫、構

内または保管場所において、輸送車両またはその他
の輸送用具から荷卸しが完了した時、

	 	 6.1.2		この保険契約で指定された仕向地到着前にあると仕
向地にあるとを問わず、被保険者もしくはその使用
人が、通常の輸送過程以外の保管のため、または割
当もしくは分配のためのいずれかに使用することを
選ぶその他の倉庫、構内もしくは保管場所において、
輸送車両またはその他の輸送用具から荷卸しが完了
した時、または

	 	 6.1.3		被保険者もしくはその使用人が、通常の輸送過程以
外の保管のため、輸送車両もしくはその他の輸送用
具またはコンテナを使用することを選んだ時、また
は

	 	 6.1.4		最終荷卸地における保険の目的物の航空機からの荷
卸完了後 30 日を経過した時、

	 	 のうち、いずれか最初に起きた時に終了する。
	 6.2		最終荷卸地における航空機からの荷卸後でこの保険の終了

前に、保険の目的物が、この保険に付けられた仕向地以外
の地に継搬される場合は、この保険は第 6条 1 項 1 号から
第 6条 1 項 4 号に規定された保険終了の規定に従って存続
するが、変更された仕向地への輸送の開始のために保険の
目的物が最初に動かされる時以降は延長されない。

	 6.3		この保険は、（上記第 6 条 1 項 1 号から第 6 条 1 項 4 号に
規定された保険終了の規定、および下記第 7条の規定に従
うこととして）被保険者の支配しえない遅延、一切の離路、
やむを得ない荷卸し、再積込または積替の期間中および運
送契約によって航空運送人に与えられた自由裁量権の行使
から生じる一切の危険の変更の期間中有効に存続する。

運送契約の打切り
7.		被保険者の支配しえない事情により、運送契約がその契約で指
定された仕向地以外の地において打切られたか、または上記第
6条に規定するとおり、保険の目的物が荷卸しされる前に輸送
が打切られた場合には、この保険もその時点で終了する。ただ
し、被保険者が、遅滞なくその旨を保険者に通知し、担保の継
続を要請する場合は、保険者が割増保険料を請求するときはそ
の支払いを条件として、この保険は、

	 7.1		輸送が打切られた地において保険の目的物が売却の上引渡
される時、または特に別段の協定が行われない限りは、

	 	 	これらの地への保険の目的物の到着後 30 日を経過した時、
のうち、いずれか最初に起きた時、

	 	 または
	 7.2		保険の目的物が、上記 30 日の期間（もしくは協定によっ

てこれを延長した期間）内に、この保険契約で指定された
仕向地もしくはいずれか他の仕向地へ継搬される場合は、
上記第 6条の規定によって保険が終了する時まで、有効に
存続する。

輸送の変更
8.	8.1	 	この保険の危険開始後に被保険者が仕向地を変更する場合

は、遅滞なくその旨を保険者に通知し、保険料率および保
険条件の協定をしなければならない。その協定前に損害が
発生した場合は、営利保険市場において妥当と考えられる
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保険条件および保険料率による担保が得られる時に限り、
担保が提供される。

	 8.2		保険の目的物が（第 6条 1 項に従い）この保険によって企
図された輸送を開始したが、被保険者およびその使用人が
知らずして、航空機が別の仕向地に向けて離陸した場合で
あっても、この保険はその輸送開始の時に危険が開始した
ものとする。

保険金の請求
被保険利益
9.	9.1	 	この保険によって損害のてん補を受けるためには、被保険

者は、損害発生の時に保険の目的物について、被保利益を
有していなければならない。

	 9.2		上記第 9条 1 項の規定に従うこととして、保険契約の締結
前にこの保険の対象となる損害が発生していたとしても、
被保険者がその損害発生の事実を知り、かつ保険者がこれ
を知らなかった場合を除き、被保険者はこの保険によって
担保されている期間内に発生するこの損害についててん補
を受ける権利がある。

継搬費用
10.		この保険によって担保される危険の作用の結果として、この
保険の対象となる輸送が、この保険によって保険の目的物が
そこまで担保されている地以外の地で打切られる場合には、
保険者は、保険の目的物の荷卸し、保管、およびこの保険に
付けられた仕向地までの継搬のために適切かつ合理的に支出
された一切の追加費用を被保険者にてん補する。

	 	 	この第 10 条は救助料に適用されないが、上記第 3条、第 4条
および第 5 条の各条に規定された免責規定の適用を受ける。
またこの第 10 条は被保険者またはその使用人の過失、怠慢、
支払不能または金銭的債務不履行から生じる費用を含まない。

推定全損
11.		保険の目的物の現実全損が避け難いと思われるため、または保
険の目的物の回収、補修および保険に付けられた仕向地までの
継搬に要する費用の合計額が到着時の保険の目的物の価額を
超える見込であるために、保険の目的物が合理的に遺棄される
場合を除き、推定全損に対する保険金はこの保険ではてん補さ
れない。

増値
12. 12.1	 	この保険に付けられた保険の目的物について被保険者が

増値保険を付けた場合は、保険の目的物の協定価額は、
この保険の保険金額および同じ損害をてん補するすべて
の増値保険の保険金額の合計額まで増額されたものとみ
なされ、この保険による保険者の責任額は、この保険の
保険金額の上記合計保険金額に対する割合による。

	 	 	保険金の請求に際しては、被保険者は、この保険以外の
すべての保険の保険金額についての証拠を保険者に提出
しなければならない。

	 12.2	 	この保険が増値についての保険である場合には、以下の
規定を適用する。

	 	 	保険の目的物の協定価額は、原保険の保険金額および被
保険者によってその保険の目的物について保険に付けら
れ、同じ損害をてん補するすべての増値保険の保険金額
の合計額と同額とみなされるものとし、この保険におけ
る保険者の責任額は、この保険の保険金額の上記合計保
険金額に対する割合による。

	 	 	保険金の請求に際しては、被保険者は、この保険以外の
すべての保険の保険金額についての証拠を保険者に提出
しなければならない。

保険の利益
13.	この保険は
	 13.1	 	被保険者を対象とする。被保険者には、この保険契約を

自ら締結した者もしくは自己のためにこの保険契約を締
結された者として、または譲受人として、保険金の請求
を行う者を含む。

	 13.2	 	拡張解釈またはその他の方法によって運送人その他の受
託者を利するために利用されてはならない。

損害の軽滅
被保険者の義務
14.		この保険によって損害がてん補されるためには、以下のこと

を被保険者ならびにその使用人および代理人の義務とする。
	 14.1	 	その損害を回避または軽減するために合理的な処置を講

じること、
	 	 および
	 14.2	 	運送人、受託者またはその他の第三者に対するすべての

権利が適切に保全され、かつ行使されることを確保する
こと。

	 	 	保険者はこの保険によっててん補されるすべての損害に
加えて、これらの義務を履行することにより適切かつ合理
的に支出された一切の費用についても被保険者に支払う。

権利放棄
15.		保険の目的物の救助、保護または回復のために被保険者また
は保険者が講じる処置は、委付の放棄または承諾とみなされ
ず、またいずれの当事者の権利を害するものでもない。

遅延の回避
16.		被保険者が自己の支配しうるすべての状況下において相当な
迅速さをもって行動することがこの保険の条件である。

法律および慣習
17.	この保険は、英国の法律および慣習に従う。

注意：	第７条により担保の継続が要請される場合、または第８条
により仕向地の変更が通知される場合には、遅滞なくその
旨を保険者に通知する義務があり、担保の継続を受ける権
利は、この義務が履行されることを条件とする。

協会戦争危険担保約款（貨物）（2009年1月1日）
担保危険
危険
1.		この保険は、下記第３条および第４条の規定により除外された
場合を除き、以下の事由によって生じる保険の目的物の滅失ま
たは損傷をてん補する。

	 1.1		戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じる
国内闘争、または敵対勢力によってもしくは敵対勢力に対
して行なわれる一切の敵対的行為

	 1.2		上記第１条１項で担保される危険から生じる捕獲、拿捕（だ
ほ）、拘束、抑止または抑留およびそれらの結果またはそ
れらの一切の企図

	 1.3		遺棄された機雷、魚雷、爆弾またはその他の遺棄された兵器
	
共同海損
2.		この保険は、本約款で担保される危険による損害を避けるため
かまたはこれを避けることに関連して生じ、運送契約および／
または準拠法および慣習に従って精算されまたは決定された共
同海損および救助料をてん補する。

免責事由
3.		この保険は、いかなる場合においても以下のものをてん補しな
い。

	 3.1		被保険者の故意の違法行為に原因を帰し得る滅失、損傷ま
たは費用

	 3.2		保険の目的物の通常の漏損、重量もしくは容積の通常の減
少または自然の消耗

	 3.3		この保険の対象となる輸送に通常生じる出来事に堪えるこ
とができるはずの保険の目的物の梱包または準備が、不十
分または不適切であることによって生じる滅失、損傷また
は費用。ただし、その梱包または準備が、被保険者もしく
はその使用人によって行われる場合またはこの保険の危険
開始前に行われる場合に限る（本約款においては、「梱包」
にはコンテナヘの積付けを含むものとし、「使用人」には
独立した請負業者を含まない）。

	 3.4		保険の目的物の固有の瑕疵（かし）または性質によって生
じる滅失、損傷または費用	

	 3.5		遅延が担保危険によって生じた場合でも、遅延によって生
じる滅失、損傷または費用（上記第２条によって支払われ
る費用を除く）

	 3.6		船舶の所有者、管理者、用船者または運航者の支払不能ま
たは金銭債務不履行によって生じる滅失、損傷または費用。
ただし、保険の目的物を船舶に積込む時に、被保険者がそ
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のような支払不能または金銭債務不履行が、その航海の通
常の遂行を妨げることになり得ると知っているか、または
通常の業務上当然知っているべきである場合に限る。

	 	 	本免責規定はある拘束力のある契約に従って、善意で保険
の目的物を購入した者もしくは購入することに同意した者
に保険契約が譲渡され、その者が本保険により保険金を請
求する場合には適用されない。

	 3.7		航海もしくは航海事業の喪失または中絶に基づく一切の保
険金請求	

	 3.8		直接であると間接であるとを問わず、原子核の分裂およ
び／もしくは融合もしくはその他類似の反応または放射能
もしくは放射性物質を利用した兵器または装置の敵対的使
用によって生じる、またはそれらの敵対的使用から生じる
滅失、損傷または費用

4.	4.1	 	この保険は、いかなる場合においても以下の事由から生じ
る滅失、損傷または費用をてん補しない。

	 	 4.1.1		船舶もしくは艀の不堪航、または船舶もしくは艀が
保険の目的物の安全な運送に適さないこと。ただし、
被保険者が、保険の目的物がこれらの輸送用具に積
込まれる時に、その不堪航または安全な運送に適さ
ないことを知っている場合に限る。

	 	 4.1.2		コンテナまたは輸送用具が保険の目的物の安全な運
送に適さないこと。ただし、これらの輸送用具への
積込みが、この保険の危険開始前に行われる場合、
または被保険者もしくはその使用人によって行われ、
かつ、これらの者が積込みの時に運送に適さないこ
とを知っている場合に限る。

	 4.2		上記第４条１項１号の免責規定は、ある拘束力のある契約
に従って、善意で保険の目的物を購入した者もしくは購入
することに同意した者にこの保険契約が譲渡され、その者
が本保険により保険金を請求する場合には適用されない。

	 4.3		保険者は、船舶の堪航性および船舶が保険の目的物の仕向
地までの運送に適することについての黙示担保の違反が
あっても、これを問わない。

保険期間
輸送条項
5.	5.1	この保険は
	 	 5.1.1		保険の目的物およびその一部についてはその部分が

航洋船舶に積込まれた時にのみ開始し、
	 	 5.1.2		下記第５条２項および第５条３項の規定に従うこと

として、保険の目的物およびその一部についてはそ
の部分が最終荷卸港または荷卸地において航洋船舶
から荷卸される時、

	 	 	 または
	 	 	 	最終荷卸港または荷卸地に航洋船舶が到着した日の

午後 12 時から起算して 15 日を経過する時のうち、
いずれか最初に起きた時に終了する。

	 	 	 	上記にかかわらず、遅滞なく保険者に通知し、かつ割
増保険料が支払われることを条件として、この保険は

	 	 5.1.3		航洋船舶が最終荷卸港または荷卸地において保険の
目的物を荷卸しすることなく、そこから出航する時
に再開し、

	 	 5.1.4		下記第５条第２項および第５条第３項の規定に従う
こととして、保険の目的物およびその一部については
その部分が、その後最終の（または代替の）荷卸港ま
たは荷卸地において航洋船舶から荷卸しされる時、

	 	 	 または
	 	 	 	航洋船舶が最終荷卸港もしくは荷卸地に再び到着し

た日、または代替の荷卸港もしくは荷卸地に到着し
た日の午後 12 時から起算して 15 日間を経過する時、

	 	 	 のうち、いずれか最初に起きた時に終了する。
	 5.2		この保険の対象となる航海中に、他の航洋船舶または航空

機によって継搬するために、航洋船舶が中間の港または地
に保険の目的物を荷卸しすべく到着する場合、または保険
の目的物が避難港もしくは避難地において荷卸しされる場
合には、この保険は、下記第５条３項の規定に従い、かつ
要請に応じて割増保険料が支払われることを条件として、
航洋船舶がこれらの港または地に到着した日の午後 12 時
から起算して 15 日を経過する時まで継続するが、その後
は保険の目的物およびその一部についてはその部分が継搬
用の航洋船舶または航空機に積込まれる時に再開する。上
記 15 日の期間内においては、保険の目的物およびその一

部についてはその部分が、荷卸し後これらの港または地に
ある間のみこの保険契約は有効に存続する。保険の目的物
がその 15 日の期間内に継搬されるか、または本第５条２
項に従い保険が再開する場合において、

	 	 5.2.1		継搬が航洋船舶によるときは、この保険は本約款の
条件に従って継続し、

	 	 	 または
	 	 5.2.2		継搬が航空機によるときは、現行協会戦争約款（航

空貨物）（郵便物を除く）がこの保険の一部を構成す
るものとみなされ、航空輸送による継搬に適用され
る。

	 5.3		運送契約上の航海が同契約において合意された仕向地以外
の港または地において打切られる場合には、その港または
地をもって最終荷卸港とみなし、この保険は第５条１項２
号に従って終了する。保険の目的物が、その後、元の仕向
地またはその他の仕向地へ再び積送される場合には、再輸
送の開始前に保険者に通知がなされ、かつ割増保険料が支
払われることを条件として、この保険は以下の時に再び開
始する。

	 	 5.3.1		保険の目的物が荷卸しされた場合には、保険の目的
物およびその一部についてはその部分が航海のため
に継搬航洋船舶に積込まれる時、

	 	 5.3.2		保険の目的物が荷卸しされなかった場合には、航洋
船舶が最終荷卸港とみなされた港を出航する時、

	 	 	 	上記いずれかの時以後、この保険は第５条１項４号
に従って終了する。

	 5.4		浮遊しているかまたは水面下に沈んでいる機雷および遺棄
魚雷の危険に関しては、この保険は、保険の目的物または
その一部が航洋船舶へのまたは航洋船舶からの輸送中は艀
に積まれている間にも担保が拡張されるが、保険者によっ
て特に認められた場合を除き、いかなる場合においても航
洋船舶からの荷卸後 60 日間を超えて担保しない。

	 5.5		遅滞なく保険者に通知がなされ、かつ要請に応じて割増保
険料が支払われることを条件として、この保険は、運送契
約によって運送人に与えられた自由裁量権の行使から生じ
る一切の離路または危険の変更の期間中も、本約款の諸規
定の範囲内で有効に存続する。

	 （第５条を適用するにあたっては、
	 	「到着」とは、船舶が港湾当局管轄区域内のバースまたは場所
に投錨、係留またはその他の方法で定置されることをいう。そ
のようなバースまたは場所を使用できない場合には、到着は、
荷卸しを予定した港もしくは地またはその沖合に船舶が最初に
投錨、係留またはその他の方法で定置された時に生じたものと
みなされる。

	 	「航洋船舶」とは、ある港または地から他の港または地に保険
の目的物を輸送する船舶で、その航海中に当該船舶による海上
航行を含む場合の船舶をいう。）

航海の変更
6.	6.1			この保険の危険開始後に被保険者が仕向地を変更する場合

は、遅滞なくその旨を保険者に通知し、保険料率および保
険条件の協定をしなければならない。その協定前に損害が
発生した場合は、営利保険市場において妥当と考えられ
る保険条件および保険料率による担保が得られるときに限
り、担保が提供される。

	 6.2			保険の目的が、（第５条１項に従い）この保険によって企
図された輸送を開始したが、被保険者およびその使用人が
知らずして、船舶が別の仕向地に向けて出帆した場合で
あっても、この保険はその輸送開始の時に危険が開始した
ものとする。

7.		この保険契約に規定された事項のうち、第３条７項、第３条８
項または第５条に抵触するものは、その抵触の範囲において無
効とする。

保険金の請求
被保険利益
8.  8.1	 	この保険によって損害のてん補を受けるためには、被保険

者は、損害発生の時に保険の目的物について被保険利益を
有していなければならない。

	 8.2		上記第８条１項の規定に従うこととして、保険契約の締結
前にこの保険の対象となる損害が発生していたとしても、
被保険者がその損害発生の事実を知り、かつ保険者がこれ
を知らなかった場合を除き、被保険者はこの保険によって
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担保されている期間内に発生するこの損害についててん補
を受ける権利がある。

増値
9.	9.1	 	この保険に付けられた保険の目的物について被保険者が増

値保険を付けた場合は、保険の目的物の協定価額は、この
保険の保険金額および同じ損害をてん補するすべての増値
保険の保険金額の合計額まで増額されたものとみなされ、
この保険による保険者の責任額は、この保険の保険金額の
上記合計保険金額に対する割合による。

	 	 	保険金の請求に際しては、被保険者は、この保険以外のす
べての保険の保険金額についての証拠を保険者に提供しな
ければならない。

	 9.2		この保険が増値についての保険である場合には、以下の規
定を適用する。

	 	 	保険の目的物の協定価額は、原保険の保険金額および被保
険者によってその保険の目的物について保険に付けられ、
同じ損害をてん補するすべての増値保険の保険金額の合計
額と同額とみなされるものとし、この保険における保険者
の責任額は、この保険の保険金額の上記合計保険金額に対
する割合による。

	 	 	保険金の請求に際しては、被保険者は、この保険以外のす
べての保険の保険金額についての証拠を保険者に提供しな
ければならない。

保険の利益
10. この保険は
	 10.1	 	被保険者を対象とする。被保険者には、この保険契約を

自ら締結した者もしくは自己のためにこの保険契約を締
結された者として、または譲受人として、保険金の請求
を行う者を含む。　

	 10.2	 	拡張解釈またはその他の方法によって運送人その他の受
託者を利するために利用されてはならない。

損害の軽減
被保険者の義務
11.  この保険によって損害がてん補されるためには、以下のこと
を被保険者ならびにその使用人および代理人の義務とする。

	 11.1	 	その損害を回避または軽減するために合理的な処置を講
じること、

	 	 および、
	 11.2	 	運送人、受託者またはその他の第三者に対するすべての

権利が適切に保全され、かつ行使されることを確保する
こと。

	 	保険者は、この保険によっててん補されるすべての損害に加え
て、これらの義務を履行することにより適切かつ合理的に支出
された一切の費用についても被保険者に支払う。

権利放棄
12.  保険の目的物の救助、保護または回復のために被保険者また
は保険者が講じる処置は、委付の放棄または承諾とみなされ
ず、またいずれの当事者の権利を害するものでもない。

遅延の回避
13.  被保険者が自己の支配しうるすべての状況下において相当な
迅速さをもって行動することがこの保険の条件である。

法律および慣習
14. この保険は、英国の法律および慣習に従う。

注意：	第５条により担保の再開が要請される場合、または、第６
条により仕向地の変更が通知される場合には、遅滞なくそ
の旨を保険者に通知する義務があり、担保の継続を受ける
権利は、この義務が履行されることを条件とする。

協会ストライキ危険担保約款（貨物）
（2009年1月1日）

担保危険
危険
1.		この保険は、下記第３条および第４条の規定により除外された
場合を除き、以下の事由によって生じる保険の目的物の滅失ま

たは損傷をてん補する。
	 1.1		ストライキに参加する者、職場閉鎖を受けた労働者、また

は労働争議、騒じょうもしくは暴動に参加している者
	 1.2		一切のテロ行為、すなわち、合法的にあるいは非合法に設

立された一切の政体を、武力または暴力によって転覆させ
あるいは支配するために仕向けられた活動を実行する組織
のために活動し、あるいはその組織と連携して活動する者
の行為

	 1.3		政治的、思想的、または宗教的動機から活動する一切の者

共同海損
2.		この保険は、本約款で担保される危険による損害を避けるため
かまたはこれを避けることに関連して生じ、運送契約および／
または準拠法および慣習に従って精算されまたは決定された共
同海損および救助料をてん補する。

免責事由
3.		この保険は、いかなる場合においても以下のものをてん補しな
い。

	 3.1		被保険者の故意の違法行為に原因を帰し得る滅失、損傷ま
たは費用

	 3.2		保険の目的物の通常の漏損、重量もしくは容積の通常の減
少または自然の消耗

	 3.3		この保険の対象となる輸送に通常生じる出来事に堪えるこ
とができるはずの保険の目的物の梱包または準備が、不十
分または不適切であることによって生じる滅失、損傷また
は費用。ただし、その梱包または準備が、被保険者もしく
はその使用人によって行われる場合またはこの保険の危険
開始前に行われる場合に限る（この第３条３項においては、
「梱包」にはコンテナヘの積付けを含むものとし、「使用人」
には独立した請負業者を含まない）。

	 3.4		保険の目的物の固有の瑕疵（かし）または性質によって生
じる滅失、損傷または費用

	 3.5		遅延が担保危険によって生じた場合でも、遅延によって生
じる滅失、損傷または費用（上記第２条によって支払われ
る費用を除く）

	 3.6		船舶の所有者、管理者、用船者または運航者の支払不能ま
たは金銭債務不履行によって生じる滅失、損傷または費用。
ただし、保険の目的物を船舶に積込む時に、被保険者がそ
のような支払不能または金銭債務不履行が、その航海の通
常の遂行を妨げることになり得ると知っているか、または
通常の業務上当然知っているべきである場合に限る。

	 	 	本免責規定はある拘束力のある契約に従って、善意で保険
の目的物を購入した者もしくは購入することに同意した者
に保険契約が譲渡され、その者が本保険により保険金を請
求する場合には適用されない。

	 3.7		一切のストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒じょうもしく
は暴動から生じる一切の種類の労働者の不在、不足または
引上げから生じる滅失、損傷または費用

	 3.8		航海もしくは航海事業の喪失または中絶に基づく一切の保
険金請求

	 3.9		直接であると間接であるとを問わず、原子核の分裂およ
び／もしくは融合もしくはその他類似の反応または放射能
もしくは放射性物質を利用した兵器または装置の使用に
よって生じる、またはそれらの使用から生じる滅失、損傷
または費用

	 3.10	 	戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じ
る国内闘争、または敵対勢力によってもしくは敵対勢力
に対して行なわれる一切の敵対的行為によって生じる滅
失、損傷または費用

4. 	4.1	 	この保険は、いかなる場合においても以下の事由から生じ
る滅失、損傷または費用をてん補しない。

	 	 4.1.1		船舶もしくは艀の不堪航、または船舶もしくは艀が
保険の目的物の安全な運送に適さないこと。ただし、
被保険者が、保険の目的物がこれらの輸送用具に積
込まれる時に、その不堪航または安全な運送に適さ
ないことを知っている場合に限る。

	 	 4.1.2		コンテナまたは輸送用具が保険の目的物の安全な運
送に適さないこと。ただし、これらの輸送用具への
積込みが、この保険の危険開始前に行われる場合、
または被保険者もしくはその使用人によって行われ、
かつ、これらの者が積込みの時に運送に適さないこ
とを知っている場合に限る。
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	 4.2		上記第４条１項１号の免責規定は、ある拘束力のある契約
に従って、善意で保険の目的物を購入した者または購入す
ることに同意した者にこの保険契約が譲渡され、その者が
本保険により保険金を請求する場合には適用されない。

	 4.3		保険者は、船舶の堪航性および船舶が保険の目的の仕向地
までの運送に適することについての黙示担保の違反があっ
ても、これを問わない。

保険期間
輸送条項
5. 5.1	 	下記第８条に従うこととして、この保険は（この保険契約

で指定された地の）倉庫または保管場所において、この保
険の対象となる輸送の開始のために輸送車両またはその他
の輸送用具に保険の目的物を直ちに積込む目的で、保険の
目的物が最初に動かされた時に開始し、

	 	 通常の輸送過程にある間継続し、

	 	 5.1.1			この保険契約で指定された仕向地の最終の倉庫また
は保管場所において、輸送車両またはその他の　輸送
用具からの荷卸しが完了した時、

	 	 5.1.2		この保険契約で指定された仕向地到着前にあると
	 	 	 	仕向地にあるとを問わず、被保険者もしくはその使

用人が、通常の輸送過程以外の保管のため、または
割当てもしくは分配のためのいずれかに使用するこ
とを選ぶその他の倉庫もしくは保管場所において、
輸送車両またはその他の輸送用具からの荷卸しが完
了した時、または

	 	 5.1.3		被保険者もしくはその使用人が、通常の輸送過程以外
の保管のため、輸送車両もしくはその他の輸送用具ま
たはコンテナを使用することを選んだ時、または

	 	 5.1.4		最終荷卸港における保険の目的物の航洋船舶からの
荷卸完了後 60 日を経過した時、

	 	 	 のうち、
	 	 いずれか最初に起きた時に終了する。
	 5.2		最終荷卸港における航洋船舶からの荷卸後でこの保険の終

了前に、保険の目的物が保険に付けられた仕向地以外の地
に継搬される場合は、この保険は第５条１項１号から第５
条１項４号の保険終了の規定に従って存続するが、変更さ
れた仕向地への輸送の開始のために保険の目的物が最初に
動かされる時以降は延長されない。

	 5.3		この保険は、（上記第５条１項１号から第５条１項４号に
規定された保険終了の規定、および下記第６条の規定に従
うこととして）被保険者の支配しえない遅延、一切の離路、
やむを得ない荷卸し、再積込または積替の期間中および運
送契約によって運送人に与えられた自由裁量権の行使から
生じる一切の危険の変更の期間中有効に存続する。

運送契約の打切り
6.		被保険者の支配しえない事情により、運送契約がその契約で指
定された仕向地以外の港または地において打切られたか、また
は上記第５条に規定するとおり、保険の目的物が荷卸しされる
前に輸送が打切られた場合には、この保険もその時点で終了す
る。ただし、被保険者が、遅滞なくその旨を保険者に通知し、
担保の継続を要請する場合は、保険者が割増保険料を請求する
ときはその支払いを条件として、この保険は、

	 6.1		輸送が打切られた港もしくは地において保険の目的物が売
却の上引渡される時、または特に別段の協定が行われない
限りは、これらの港または地への保険の目的物の到着後 60
日を経過した時、のうち、いずれか最初に起きた時、また
は

	 6.2		保険の目的物が、上記 60 日の期間（もしくは協定により
これを延長した期間）内に、この保険契約で指定された仕
向地もしくはいずれか他の仕向地へ継搬される場合は、上
記第５条の規定によって保険が終了する時まで、有効に存
続する。

航海の変更
7. 7.1	 	この保険の危険開始後に被保険者が仕向地を変更する場合

は、遅滞なくその旨を保険者に通知し、保険料率および保
険条件の協定をしなければならない。その協定前に損害が
発生した場合は、営利保険市場において妥当と考えられ
る保険条件および保険料率による担保が得られるときに限
り、担保が提供される。

	 7.2		保険の目的物が、（第５条１項に従い）この保険によって
企図された輸送を開始したが、被保険者およびその使用人
が知らずして、船舶が別の仕向地に向けて出帆した場合で
あっても、この保険はその輸送開始の時に危険が開始した
ものとする。

保険金の請求
被保険利益
8.	8.1		この保険によって損害のてん補を受けるためには、被保

険者は、損害発生の時に保険の目的物について被保険利					
益を有していなければならない。

	 8.2		上記第８条１項の規定に従うこととして、保険契約の締結
前にこの保険の対象となる損害が発生していたとしても、
被保険者がその損害発生の事実を知り、

	 	 	かつ保険者がこれを知らなかった場合を除き、被保険者は
この保険によって担保されている期間内に発生するこの損
害についててん補を受ける権利がある。

増値
9. 9.1	 	この保険に付けられた保険の目的物について被保険者が増

値保険を付けた場合は、保険の目的物の協定価額は、この
保険の保険金額および同じ損害をてん補するすべての増値
保険の保険金額の合計額まで増額されたものとみなされ、
この保険による保険者の責任額は、この保険の保険金額の
上記合計保険金額に対する割合による。

	 	 	保険金の請求に際しては、被保険者は、この保険以外のす
べての保険の保険金額についての証拠を保険者に提供しな
ければならない。

	 9.2		この保険が増値についての保険である場合には、以下の規
定を適用する。

	 	 	保険の目的物の協定価額は、原保険の保険金額および被保
険者によってその保険の目的物について保険に付けられ、
同じ損害をてん補するすべての増値保険の保険金額の合計
額と同額とみなされるものとし、この保険における保険者
の責任額は、この保険の保険金額の上記合計保険金額に対
する割合による。

	 	 	保険金の請求に際しては、被保険者は、この保険以外のす
べての保険の保険金額についての証拠を保険者に提供しな
ければならない。

保険の利益
10. この保険は
	 10.1	 	被保険者を対象とする。被保険者には、この保険契約を

自ら締結した者もしくは自己のためにこの保険契約を締
結された者として、または譲受人として、保険金の請求
を行う者を含む。

	 10.2	 	拡張解釈またはその他の方法によって運送人その他の受
託者に利するために利用されてはならない。

損害の軽減
被保険者の義務
11.  この保険によって損害がてん補されるためには、以下のこと
を被保険者ならびにその使用人および代理人の義務とする。

	 11.1	 	その損害を回避または軽減するために合理的な処置を講
じること、

	 	 および
	 11.2	 	運送人、受託者またはその他の第三者に対するすべての権利

が適切に保全され、かつ行使されることを確保すること。
	 	保険者は、この保険によっててん補されるすべての損害に加え
て、これらの義務を履行することにより適切かつ合理的に支出
された一切の費用についても被保険者に支払う。

権利放棄
12.		保険の目的物の救助、保護または回復のために被保険者また
は保険者が講じる処置は、委付の放棄または承諾とみなされ
ず、またいずれの当事者の権利を害するものでもない。

遅延の回避
13.  被保険者が自己の支配しうるすべての状況下において相当な
迅速さをもって行動することがこの保険の条件である。

法律および慣習
14. この保険は、英国の法律および慣習に従う。
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ハートライナー保険用 その他の特別約款（概要）
注意：	第６条により担保の継続が要請される場合、または第７条

により仕向地の変更が通知される場合には、遅滞なくその
旨を保険者に通知する義務があり、担保の継続を受ける権
利は、この義務が履行されることを条件とする。

　次の約款については概要をご説明します。適用約款をご希望の
方は最寄りの日通または損保ジャパン日本興亜までご連絡くださ
い。

1.   協会戦争危険担保約款（航空貨物）（郵便を除く）
	 	前述協会戦争危険担保約款の航空機輸送用です。保険期間は航
空機積載中となります。

2.  協会ストライキ危険担保約款（航空貨物）
3.  協会放射能汚染、化学兵器、生物兵器、生化学兵器および電磁

兵器免責約款
	 	放射能汚染、化学兵器、生物兵器、生化学兵器、電磁兵器など
による損害は免責とする約款です。

4. 協会船級約款
	 	船齢が 15 才を超える船舶、所定の船級を取得していない船舶
などについては割増保険料が必要となることがあることを定め
た約款です。

5. 協会危険薬物約款
	 	アヘンなど各種の国際条約の適用を受ける危険薬物類について
は、適法なものでなければ損害をてん補しないことを定めた約
款です。

6. 解体船約款
	 	出帆前に解体されることが決定された船舶に積載される場合
は、保険条件・保険料率が変更される場合があることを定めた
約款です。

7. 艙内積または甲板積約款
	 	コンテナに積載され、自由裁量権付き船荷証券の下で甲板積さ
れた引越荷物については条件の縮小はされず、「協会貨物約款
（Ａ）条件」となることを定めた約款です。

8. 甲板積約款（輸入引越荷物に適用）
	 	甲板積された場合は、保険条件は「協会貨物約款（Ｃ）条件、
波ざらい危険担保及び荒天遭遇による全損」に縮小されること
を定めた約款です。

9. 野積み約款（輸入引越荷物に適用）
	 	陸揚港において野積みされている間は、保険条件は「協会貨物
約款（Ｃ）条件および追加危険担保約款（協会貨物約款（Ｃ）
用）」に縮小されることを定めた約款です。ただし、密閉式ド
ライコンテナに積載される場合は除きます。

10. ラベル約款
	 	担保危険によりラベルのみに損傷が生じた場合、その損害額は
手直し費用、新ラベル費用およびラベルの再貼付け費用を充足
する額をてん補することを定めた約款です。

11. 野生動物・植物約款
	 	ワシントン条約および同条約に係わる各国関連規則・規定によ
り指定されている動植物およびこれらの動植物の加工品または
原材料については適法なものでなければてん補されないことを
定めた約款です。

12. 輸送打切約款（テロリズム）2009
	 	通常の輸送過程から外れる保管・加工・展示中などにおけるテ
ロリストまたは政治的動機から行動する者に因る損害は不担保
となります。（通常の輸送過程にある間は原引受条件により有
無責を判断します。）

13. 2009 年貨物海上保険にかかわる追加規定
	 	平時の捕獲・拿捕及び海賊による損害をてん補することを定め
た約款です。

14. 追加危険担保約款 ( 協会貨物約款（Ｃ）用）
	 	荒天遭遇による全損等、所定の事由により引越荷物が全損と
なった場合にてん補することを定めた約款です。

15. 代位約款
	 	保険会社が代位すると別途意思表示をしない限り、残存物につ
いては代位しないことを定めた約款です。

16. 制裁等にかかわる特別条項
	 	国際連合・欧州連合・日本・英国もしくはアメリカ合衆国の各
種制裁、禁止または制限を保険会社が受けるおそれがある場合
は、保険の引受・保険金の支払いなどを行わないことを定めた
約款です。

　次の約款については概要をご説明します。適用約款をご希望の
方は最寄りの日通または損保ジャパン日本興亜までご連絡くださ
い。

1.  特別輸送約款
	 	お客さまのご自宅にて日通またはその代理人が引越荷物を受
取った時に開始し、保険承認状に記載された仕向地にて引越荷
物が引渡されるまでを、最終荷卸港にて荷卸後 365 日間を限度
としててん補します。ただし、保管中の地震や噴火による損害
についてはてん補されません。

2. 火災危険担保特別約款
	 	火災・落雷・破裂および爆発などの危険による損害について、
お客さまの引越先に到着してから 30 日間担保します。ただし、
保管中の地震、海震、津波、噴火および／またはこれにより生ず
る事故（火災を含む）による損害についてはてん補されません。

3.  特別修繕約款（航空運賃・関税）
	 	引越荷物が機械類または部品１個以上の製造物の場合、てん補
額は損害を受けた部分の取り換え代金または修繕費用に、もし
支払われていたならば、輸送費用（航空運賃を含む）、関税お
よび再取付費用を加えた額を超えないこととすることを定めた
約款です。ただし、てん補額は完成品の保険価額を超えないも
のとします。

4.  特別自動車約款
	 	引越荷物が自動車の場合、擦損については免責とする約款です。
ただし、輸送用具の座礁、沈没、火災、衝突、脱線、墜落、横
転により擦損が生じた場合はてん補します。

5. 特別修繕・クリーニング約款
	 	破損・濡損・汚損の場合には原則として修繕費またはクリーニ
ング費用をてん補する約款です。

6. 求償権放棄特別約款
	 	日通グループおよびそれらの代理人に対する代位求償権を放棄
しているものです。

7. 航空運賃担保特別約款
	 	担保危険により引越荷物の全部または一部が全損となった場
合、代替品輸送のために要する航空・海上運賃、関税などをて
ん補します。

8. ハートライナー保険特別約款
	 	滅失または損傷を受けた引越荷物の保険価額を基礎として、修
理費用、再調達費用および合理的に支出されたレンタル費用の
実費をお支払いします。

9. ペア・セット特別約款
	 	ペアもの、セットものの場合、この保険は、滅失または損傷を受
けた部分に対する保険価額を基礎として、修理費用または再調達
費用の実費をお支払いします。さらに、修理または再調達により
ペアもしくはセットとして価値の低下があった場合には損保ジャ
パン日本興亜の認めた額を格落ち損としててん補します。

10. 美術品・骨董品特別約款
	 	美術品、骨董品などの場合、この保険は滅失または損傷を受けた
部分に対する時価額または、荷物明細書に記載された保険金額の
うちいずれか低い額を限度に修理費用の実費をお支払いします。
ただし、格落ちおよび気象条件などによる損害についてはいかな
る場合もてん補されません。

11. 基準梱包約款
	 	日通グループおよびそれらの代理人が適切と認めた梱包である
限り、梱包の不適切を問わないことを定めた約款です。
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＜公式ウェブサイト＞

◆保険会社破綻時の取扱いについて
引受保険会社が経営破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などの支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人（引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。）またはマンション管理組合
である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金などの8割まで（ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険
金は全額）が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店（日通）または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

◆このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店（日通）または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
◆代理店の役割について
取扱代理店（日通）は損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の
代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店（日通）とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパン日本興亜と直接契約されたものと
なります。

ハートライナー保険《ご注意いただきたい事項》

◆為替変動リスクについて
保険契約者が日本の居住者の場合、保険料のお支払いは通常円貨で行われていま
す。したがって、外貨建外航貨物海上保険の場合は算出された外貨建保険料を円貨
に換算することが必要となります。この場合に適用する換算率は原則として、確定通
知申込み受付日の前日の、三菱東京UFJ銀行本店の電信売相場（T.T.S.）の終値（当
該日にT.T.S.の終値が公示されなかった場合は、さかのぼってもっとも近い日の
T.T.S.の終値）を使用します。
なお、保険金については、支払い保険金の金額につき協定した日の前日の三菱東京
UFJ銀行本店の電信売相場（T.T.S.)の終値（当該日にT.T.S.の終値が公示されなか
った場合は、さかのぼってもっとも近い日のT.T.S.の終値）を使用します。
したがって、保険金額等の額が外貨建の保険契約の場合は、為替レートの変動によ
り、円貨でお支払いする保険金が保険契約締結時に比し下回る場合がありますので
ご留意ください。

◆通知義務
保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場
合は、取扱代理店（日通）または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知や
ご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお
支払できないことやご契約が解除されることがあります。
※「重要事項等説明書」を必ずお読みください。

お申込前にご注意いただきたいこと
◆告知義務
契約者（日通）または被保険者（お客さま）には、保険契約締結の際、告知事項につい
て、損保ジャパン日本興亜に事実を正確に告げていただく義務（告知義務）があります。
保険契約締結の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げ
なかった場合または事実と異なることを告げた場合は、ご契約が解除されたり、保険
金をお支払いできないことがあります。
※「重要事項等説明書」を必ずお読みください。

お申込時にご注意いただきたいこと

お申込後にご注意いただきたいこと

個人情報の取扱いについて
損保ジャパン日本興亜は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・
利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）につきましては、保険業法施行規則により限定された目的以
外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト（http://www.sjnk.co.jp/）に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理
店（日通）または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ願います。

◆保険会社破綻時の取扱いについて
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難になり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契
約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人（引受保険会社の経
営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。）またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象とな
る保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は全額）が補償されます。

◆このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店（日通）または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
◆代理店の役割について
取扱代理店（日通）は損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っ
ております。したがいまして、取扱代理店（日通）とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパン日本興亜と直接契約されたものとなります。

（2014年9月更新）

ハートライナー保険《ご注意いただきたい事項》

◆為替変動リスクについて
保険契約者が日本の居住者の場合、保険料のお支払いは通常円貨で行われていま
す。したがって、外貨建外航貨物海上保険の場合は算出された外貨建保険料を円貨
に換算することが必要となります。この場合に適用する換算率は原則として、確定通
知申込み受付日の前日の、三菱東京UFJ銀行本店の電信売相場（T.T.S.）の終値（当
該日にT.T.S.の終値が公示されなかった場合は、さかのぼってもっとも近い日の
T.T.S.の終値）を使用します。
なお、保険金については、支払い保険金の金額につき協定した日の前日の三菱東京
UFJ銀行本店の電信売相場（T.T.S.)の終値（当該日にT.T.S.の終値が公示されなか
った場合は、さかのぼってもっとも近い日のT.T.S.の終値）を使用します。
したがって、保険金額等の額が外貨建の保険契約の場合は、為替レートの変動によ
り、円貨でお支払いする保険金が保険契約締結時に比し下回る場合がありますので
ご留意ください。

◆告知義務
契約者（日通）または被保険者（お客さま）には、保険契約締結の際、告知事項につい
て、損保ジャパン日本興亜に事実を正確に告げていただく義務（告知義務）があります。
保険契約締結の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げ
なかった場合または事実と異なることを告げた場合は、ご契約が解除されたり、保険
金をお支払いできないことがあります。
※「重要事項等説明書」を必ずお読みください。

お申込前にご注意いただきたいこと
◆通知義務
保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場
合は、取扱代理店（日通）または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知や
ご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお
支払できないことやご契約が解除されることがあります。
※「重要事項等説明書」を必ずお読みください。

お申込後にご注意いただきたいこと

お申込時にご注意いただきたいこと

個人情報の取扱いについて
損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種
サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパン日本興亜が、上記業務のために、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、また
はこれらの者から提供を受けることがあること。
②損保ジャパン日本興亜が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、ま
たはこれらの者から提供を受けることがあること。
③損保ジャパン日本興亜が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと（再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。）があること。
④損保ジャパン日本興亜が、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあること。
なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。
損保ジャパン日本興亜の個人情報保護宣言、グループ企業や提携先企業、等については損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイトをご覧ください。

●日通海外拠点　●損保ジャパン日本興亜海外拠点 （2015年12月現在）

世界の主要都市をカバーする国際ネットワーク

メキシコ
●アグアスカリエンティス
●グアダラハラ
●グアナファト
●ケレタロ
●サラマンカ
●サン・ルイス・ポトシ
●ティファナ
●マンサニヨ
●●メキシコシティ
●モンテレイ

ブラジル
●カジャマル
●カンピナス
●●クリティーバ
●●サントス
●●サンパウロ
●マナウス
●●リオデジャネイロ

コロンビア
●カリ
●カルタヘナ
●ブエナベントゥラ
●ボゴタ

トルコ
●●イスタンブール

ロシア
●イジェフスク
●ウラジオストック
●ウリヤノフスク
●サンクトペテルブルグ
●トリヤッチ
●●モスクワ
●ヤロスラブリ

ベルギー
●アントワープ
●●ブリュッセル

スペイン
●●バルセロナ
●ビルバオ
●マドリード

ポルトガル
●オポルト
●リスボン

フランス
●トゥールーズ
●●パリ
●ボルドー
●ミュルーズ
●リヨン
●ル・アーブル

イタリア
●フィレンツェ
●●ミラノ
●ローマ

スウェーデン
●ストックホルム
●ゴセンバーグ
●マルメ

ノルウェー
●オスロ

南アフリカ
●●ヨハネスブルグ

中国
●●北京
●●上海
●●広州
●●大連
●珠海
●●深圳
●●香港
●●青島
●●蘇州
●天津
●中山
●杭州
●無錫
●廈門
●武漢
●南京
●煙台
●南通
●嘉興
●長春
●長沙
●成都
●●重慶
●寧波
●瀋陽
●西安
●合肥
●襄陽
●常熟
●常州
●東莞
●仏山
●福清
●福州
●貴陽
●哈爾浜
●衡陽
●昆山
●連雲港
●南寧
●平湖
●凭祥
●塩城
●鄭州
●太倉
●昆明
●汕頭
●温州

韓国
●インチョン
●シフン
●釜山
●●ソウル
●チャンウォン
●パジュ

台湾
●●台北
●高雄
●新竹
●台中
●台南
●キールン
●タオユエン
●カギ

シンガポール
●●シンガポール

パキスタン
●カラチ

マレーシア
●アロースター
●●イポー
●クアラトレンガヌ
●●クアラルンプール
●クアンタン
●●クチン
●クラン
●クルアン
●コタ キナバル
●コタバル
●サンダカン
●シティアワン
●●ジョホールバル
●タイピン
●タワウ
●テロックインタン
●バターワース
●パダンブサール
●バトゥパハ
●ビントゥル
●●ペナン
●●マラッカ

インドネシア
●●ジャカルタ
●●スラバヤ
●デンパサール
●バタム
●メラク
●メダン
●タンゲラン
●スマラン
●ソロ（スラカルタ）
●マラン
●プカンバル
●バンドン
●パレンバン
●ランプン
●クラパ ガディン
●南ジャカルタ

フィリピン
●アンヘレス
●カランバ
●カビテ
●スービック
●セブ
●パラニャーケ
●ビナン
●●マニラ
●マリベレス
●マルバー
●ロザリオ

U.A.E.
●●ドバイ

タイ
●アユタヤ
●カビンブリ
●コラート
●コンケーン
●シラチャ
●ソンクラー
●●チェンマイ
●チョンブリー
●ナコーンラー
　チャシーマー
●ナワナコーン
●●バンコク
●ラヨン
●レムチャバン

●ナコンサワン
●スラタニー

ベトナム
●ドンナイ
●●ハイフォン
●●ハノイ
●●ホーチミン
●ダナン
●ビエンホア

インド
●●アーメダバード
●インドール
●●コルカタ
●クリシュナパトナム
●●コインバトール
●●コーチン
●ジャイプル
●ジャムシェッドプール
●スリシティ
●●チェンナイ
●チャンディーガル
●ツチコリン
●●トリバンドラム
●ナーグプル
●ナーシク
●ニムラナ
●●ニューデリー
●●ハイデラバード
●バローダ
　（ヴァドーダラー）
●●バンガロール
●●プネ
●ブバネーシュワル
●●ムンバイ
●ラクナウ

バングラデッシュ
●ダッカ

カンボジア
●プノンペン

ミヤンマー
●●ヤンゴン

カナダ
●ウインザー
●カルガリー
●●トロント
●バンクーバー
●フォートエリー
●モントリオール

オーストラリア
●●シドニー
●メルボルン

ニュージーランド
●オークランド

アメリカ
●アトランタ
●アンカレッジ
●インディアナポリス
●ウィルミントン
●エルパソ
●オースティン
●オーランド
●オマハ
●グアム
●クリーブランド
●コロンバス
●サバンナ
●サンアントニオ
●サンディエゴ
●サンフランシスコ
●シアトル
●●シカゴ
●●シャーロット
●シンシナティ
●セントルイス
●ソルトレークシティ
●ダラス
●タンパ
●デトロイト
●デンバー
●テューペロ
●●ナッシュビル
●ニュージャージー
●ニューポートニューズ
●●ニューヨーク

●ピッツバーグ
●ヒューストン
●フィラデルフィア
●フェニックス
●プエルトリコ
●ポートランド
●ボストン
●ホノルル
●マイアミ
●マッカレン
●ミネアポリス
●メンフィス
●ローリー
●ラレド
●●ロサンゼルス
●ロチェスター
●ワシントンD.C.

オランダ
●アイントホーフェン
●●アムステルダム
●ロッテルダム

イギリス
●ガーンジー
●グラスゴー
●スウィンドン
●ダービー
●ニューカッスル
●バミューダ
●マンチェスター
●●ロンドン
●ビュードリー

アイルランド
●コーク
●●タブリン

ドイツ
●シュトゥットガルト
●●デュッセルドルフ
●ニュルンベルク
●ハノーバー
●ハンブルク
●フランクフルト
●ミュンヘン

オーストリア
●ウィーン

スイス
●ジュネーブ
●●チューリッヒ

ハンガリー
●ブダペスト

チェコ
●プラハ

ポーランド
●ブロツワフ
●ワルシャワ

ルーマニア
●ティミショアラ
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