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福岡商工会議所が管轄とするのは、主に福岡市内。会員事業所の約9割が市内
に立地しています。アジアに近い九州最大の商都「福岡」の企業への宣伝・広報に
ついて、商工会議所ではコストパフォーマンスに優れた手段をご用意しています。

休業補償プラン
就業不能への備え

業務災害補償プラン
企業を労働災害リスクから守る

情報漏えい賠償責任保険制度
～サイバーリスク補償型

法人・個人の情報漏えいリスクに備えるなら

商工会議所提携の損害保険
事務所や備品の損壊にも一部対応

　労災事故が発生した際の従業員に対する補償および労災事故の発
生が企業の責任と法律上判断された（例えば、安全配慮義務違反を問
われた等）場合に発生する企業の損害賠償責任（賠償金の支払いなど
事業者負担の費用）を補償します。

問 会員組織・共済グループ ☎092-441-2845

①パートやアルバイトを含む全従業員を包括補償
②「従業員のケガ」と「企業の賠償リスク」にダブルで備えることが可能
③政府労災で認定された精神障害、脳・心疾患などの疾病や自殺などを補償
④派遣、委託作業者のほか、構内請負人も補償（オプション）
⑤業務中の天災（地震・噴火・津波等）によるケガ等も補償（オプション）
⑥政府労災の支給を待たずに保険金の受け取りが可能（＊）
⑦パワハラ、セクハラ、マタハラ等による事業者、役員、使用人の
法律上の賠償責任を補償（オプション）
⑧業務災害・通勤災害に伴う役員個人の賠償責任も補償
＊精神疾患、脳疾患、心疾患等は政府労災の給付が決定された場合に
お支払いします。なお、使用者賠償責任については政府労災の決定を
待つ場合があります。

※ご加入にあたっては必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みくださ
い。ご不明な点がありましたら代理店までお問い合わせください。
※上記は東京海上日動火災保険の「業務災害総合保険」の内容について記載して
おります。上記の他に三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン、あいおいニッ
セイ同和損保取扱いの商品があり、内容は異なります。

最大
約56％
割引

（団体割引、損害
率による割引、
包括契約割引）

21-T00533

海外展開サポートプラン
海外取引先の債権回収不能リス
クに備えるなら
●輸出取引信用保険制度
※詳しくはお問い合わせください

海外でのPLリスク、リコールリス
ク、知財訴訟リスクに備えるなら
●海外PL保険制度　　
●海外知財訴訟費用保険制度

問 会員組織・共済グループ ☎092-441-2845

※ご加入にあたっては必ずパンフレットをよくお読みください。ご不明な点がありましたら
代理店までお問い合わせください。

※上記は東京海上日動火災保険の輸出取引信用保険制度、海外PL保険制度、海外知財
訴訟費用保険制度について記載しております。

　事業者（規模の大小は問いません）において、外部からの攻撃（不正
アクセス、ウイルス等）、過失（セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミ
ス）、委託先（委託先での情報漏えい）、内部犯罪（従業員、派遣社員、ア
ルバイト等）などによる情報の漏えいの結果または情報漏えいのおそれ
が生じた場合、加入者が被った経済的損害に対して保険金をお支払い
します。プランは「スタンダードプラン」と、サイバーリスクに関する補償
部分がより幅広い「プレミアムプラン」の2種類があります。

　経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休
業前の所得と公的補償の差額をカバーする（生活水準を落とすことな
く、安心して療養に専念できるように設計した）ものです。本プランは、従
業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用
できる内容となっており、公的な社会保障制度（政府労災保険の休業補
償給付など）というセーフティーネットのない自営業者も加入できます。

①サイバー攻撃等の際の対応費用を手厚く補償
②見舞金・見舞品購入費用も補償
③海外で訴訟提起された損害賠償請求も補償（※１）
④商工会議所のスケールメリットと加入者ごとのセキュリティ状況を反映した
保険料水準（※２）
⑤IT業務も行う事業者向けオプションとして、「IT業務特約」もご用意
⑥「標準型メール訓練サービス」をご提供

※ご加入にあたって必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明点がありましたら代理店までお問い合わせください。

※１ プレミアムプランで対象となります。IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険
適用地域は日本国内となります。

※２ 団体割引20％＋「割引確認シート」のご回答に応じ、最大60％割引＝最大68％割引
まで適用可能

問 会員組織・共済グループ ☎092-441-2845

団体割引
20％

■総合生活保険（GLTD）【長期休業補償（無記名・売上高方式）を創設
　『売上高』と『業種』で簡単に保険料を算出するもので、
会員事業所は割安な保険料水準で加入することができ、
企業防衛に加え固定費削減にもお役に立てます。

①全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な掛金
　一般加入と比べ、約30～50％割引の保険料です。
②入院中のみならず、自宅療養期間中の就業不能も補償
③就業外での病気・ケガまで補償（国内外を問わず、365日
24時間補償）
④加入時の医師の診査不要（健康状態告知をいただきます。）
⑤天災（地震・噴火・津波など）による病気・ケガによる就業不能も補償
⑥家事従事者の方も加入可能（一年休業補償）
⑦介護補償も可能　従業員およびその配偶者とその両親を対象、介護離職
防止対策になります。
⑧精神障害も補償

※ご加入にあたっては必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みくださ
い。ご不明な点がありましたら代理店までお問い合わせください。

※上記は東京海上日動火災保険の「団体総合生活保険」・「総合生活保険」の内容
について記載しております。
　上記の他に三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン取扱いの商品があり、内
容は異なります。

約30％
～50％
割引

（団体割引、損害
率による割引等）

30％
割引

（団体割引）

問 会員組織・共済グループ ☎092-441-2845 21-T00533

問 会員組織・共済グループ ☎092-441-2845 

※上記以外でも賠償、医療、売上減少、労災上乗せ、傷害等の各種保険があります。

火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹（ひょう）災・雪
災、騒擾（じょう）・集団行為等による破壊行為
等、給排水設備に生じた事故等による水濡れ、
建物外部からの物体の衝突等、盗難、水災、そ
の他不測かつ突発的な事故を補償します。
主な特徴
・大雨などの水災で事務所や工場に被害が
あった場合
損害の全額をお支払いいたします。（保険価
値80%以上で保険額を設定している場合）
・台風や雹、雪などで事務所や工場に被害が
あった場合
20万円未満の損害の場合でも支払対象
・店舗のシャッターなどに落書きされた場合
破損行為や落書きなどの「破損・汚損」も補償
します。
・店舗の商品が盗難にあった場合
商品の盗難も補償します。
・オプションで休業損失等補償特約をつけるこ
とができます。

自動車の利用に伴って
発生し得る損害を補償
します。
①通常の分割払より
　約５％お得！（12回払
の場合）
②ご契約時は、キャッシュ
レス！
③自動車保険の無事故
割引はそのまま継承※
※一部等級を引き継げな
い共済があります。

④24時間・365日　深
夜・休日でも平日同様
に事故受付および初
期対応※を行います！
※初期対応とは、「相手方
への連絡」「代車の手
配」「病院への手配」な
どをいいます。

火災保険

保険料が約９%割引！ 保険料が約５%割引！
（一括払の場合）

自動車保険

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定会員限定 福岡商工会議所ニュース 誌面広告・福商ビジネス情報便（チラシオリコミ）
毎月発行福岡の企業にピンポイントでPR

問 企画広報グループ ☎092-441-1112

ホットニュース
会員企業のPR掲示板

　当所会報誌「福岡商工会議所 NEWS」の
誌面上で、貴社の事業やイチオシ商品、ユ
ニークなサービスなどを無料で掲載いたし
ます。当所会報誌の誌面を有効活用し、ポイ
ントを絞ったPRでぜひ取引につなげてくだ
さい！

▲掲載例（カラーページでの掲載）
※毎月6社まで（原稿先着順）

問 企画広報グループ ☎092-441-1112 E-mail fkkikaku@fukunet.or.jp

福商エレベーター広告
　福岡商工会議所ビルのエレベーター内
に、ポスター等の広告を掲示できます。
※年間来館者数 37万人

問 ビル管理グループ ☎092-441-1116

【対　　象】 当所会員事業所
　　　　　 （1会員事業者様につき1回限り）
【掲 載 枠】 Ａ４／3分の1弱（毎月6社限定）
【申込方法】 当所ホームページをご覧ください

会員限定

当所会報誌への誌面広告

当所会報誌へのチラシオリコミ～福商ビジネス情報便～ 毎月24社限定

会員限定

（価格は10％の消費税を含みます）

1月・4月以外
（約16,700部発行）

全ページ
（天地×左右）

表4（裏表紙）
（カラー）

￥220,000
（297×202mm）

表2（表紙裏）
（カラー）

表3（裏表紙裏）
（カラー）

記事中
（2色）

￥176,000
（297×210mm）

￥154,000
（297×210mm）

￥110,000
（272×188mm）

1/2ページ
（天地×左右）

――

￥99,000
（133×188mm）

￥88,000
（133×188mm）

￥55,000
（133×188mm）

1/3ページ
（天地×左右）

――

――

――

￥33,000
（87×188mm）

￥123,198

￥186,056

￥311,770

￥311,770

￥102,666

￥155,047

￥259,809

￥259,809

（価格は10％の消費税を含みます）

原型サイズ

チラシ

B5・A4

B4・A3

B3・A2以上
（30gまで）

パンフレット
（A4以下、30gまで）

1月・4月以外
（約16,700部発行）

1月・4月
（約22,000部発行）

　当所誌面広告、福商ビジネス情報便（チラシオリコミ）は、会員企業・業界団体・官庁などに向けて、毎月10日に約16,700社へお送りし
ている会報誌に掲載、同封できる会員限定のサービスです。
　頒布対象のほとんどが福岡商工会議所の会員事業所のため、配布先を福岡の事業所・経営者に絞ることができ、効率よくPRが可能で
す。また、単独で行うダイレクトメールなどに比べて、広告・宣伝費などを抑えることができるので、コスト削減にもつながります。ぜひご活用
ください。お申し込みは、当所ホームページをご覧ください。

来館者へPR

【料　　金】 会員 11,000円
　　　　　 特商・非会員 22,000円
　　　　　 ※毎月１日～月末
【申込方法】 当所ホームページよりお申し

込みください
【掲 載 枠】 A1以下（全２枠）


