
グローバルグローバルグローバルグローバル建機建機建機建機 株式会社株式会社株式会社株式会社 ２００４２００４２００４２００４年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在

●補償料金：弊社出庫日から弊社入庫日まで全日請求させて頂きます。

●お客様負担金：事故発生時に、１事故毎にお客様にご負担頂く金額です。（＝免責金）

※１事故とは１回の動作で生じた事故のことです。

●休業損害：レンタル車両、機械の全損、修理期間中の休車損害はご負担して頂く場

合がございます。

---- １１１１ ----

毎度格別毎度格別毎度格別毎度格別のおのおのおのお引引引引きききき立立立立てをてをてをてを賜賜賜賜りりりり、、、、厚厚厚厚くくくく御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

昨今昨今昨今昨今まことにまことにまことにまことに遺憾遺憾遺憾遺憾ながらながらながらながら、、、、建設機械建設機械建設機械建設機械・・・・車両等車両等車両等車両等のののの盗難事件盗難事件盗難事件盗難事件がががが、、、、各地各地各地各地でででで発生発生発生発生しておりますしておりますしておりますしております。。。。

またまたまたまた、、、、工事現場工事現場工事現場工事現場においてにおいてにおいてにおいて建設機械建設機械建設機械建設機械（（（（運行中運行中運行中運行中のののの車輛車輛車輛車輛））））のののの

破損事故破損事故破損事故破損事故・・・・人身事故人身事故人身事故人身事故等等等等もももも多数発生多数発生多数発生多数発生しておりますしておりますしておりますしております。。。。

このようなこのようなこのようなこのような、、、、レンタルレンタルレンタルレンタル機械機械機械機械のごのごのごのご利用期間中利用期間中利用期間中利用期間中にににに発生発生発生発生するするするする

様様様様々々々々なななな事故事故事故事故にににに対対対対してしてしてして幅広幅広幅広幅広くくくく対応対応対応対応できるできるできるできる制度制度制度制度ですですですです。。。。

是非是非是非是非「「「「グローバルグローバルグローバルグローバル建機建機建機建機 レンタルレンタルレンタルレンタル機総合補償制度機総合補償制度機総合補償制度機総合補償制度」」」」へのごへのごへのごへのご加入加入加入加入をおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

●●●●●●●●●●●● 補償内容補償内容補償内容補償内容 ●●●●●●●●●●●●

□□□□補償内容補償内容補償内容補償内容

レンタル機総合補償制度

〔動産補償制度〕

〔賠償補償制度〕 （動産補償制度加入時、附帯サービス）

※登録ﾅﾝﾊﾞｰ付建設機械（ﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ等）は、自賠責保険のみ

対象機種 お客様負担金

破損事故破損事故破損事故破損事故

別紙別紙別紙別紙のののの補償料一覧補償料一覧補償料一覧補償料一覧のののの通通通通りりりり 補償金額補償金額補償金額補償金額 時価額時価額時価額時価額 別紙　補償料

（（（（登録登録登録登録ナンバーナンバーナンバーナンバー付車付車付車付車、、、、土留材土留材土留材土留材 負担額一覧表通り

　　　　　　　　事務所備品事務所備品事務所備品事務所備品、、、、一部軽機械等一部軽機械等一部軽機械等一部軽機械等 レンタル中の機械が、破損・盗難等 盗難盗難盗難盗難・・・・全損全損全損全損

 　　は 　　は 　　は 　　は対象外対象外対象外対象外）））） 偶然な事故による損害を補償致します。 別紙　補償料

　※軽機械については、別紙明細の通り。 負担額一覧表通り

補償内容

対象機種 お客様負担金

　　　　油圧油圧油圧油圧ｼｮﾍｼｮﾍｼｮﾍｼｮﾍﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ、、、、ｷｬﾘｱﾀｷｬﾘｱﾀｷｬﾘｱﾀｷｬﾘｱﾀﾞ゙゙゙ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚ 対対対対　　　　人人人人 １１１１　　　　名名名名 ５５５５,,,,００００００００００００万円万円万円万円　  　  　  　  

　　　　ﾀｲﾔｼｮﾍﾀｲﾔｼｮﾍﾀｲﾔｼｮﾍﾀｲﾔｼｮﾍﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ、、、、ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾞ゙゙゙ｰｻｰｻｰｻｰｻﾞ゙゙゙ｰーーー １１１１事故事故事故事故 ２２２２億円億円億円億円　  　  　  　  

　　　　ｺﾝﾌｺﾝﾌｺﾝﾌｺﾝﾌﾟ゚゚゚ﾚｯｻｰﾚｯｻｰﾚｯｻｰﾚｯｻｰ、、、、発電機発電機発電機発電機 対対対対　　　　物物物物 １１１１事故事故事故事故 １１１１,,,,００００００００００００万円万円万円万円　  　  　  　  

※１事故につき

　　　　注注注注）　）　）　）　一部軽機械一部軽機械一部軽機械一部軽機械、、、、ｱﾀｯﾁｱﾀｯﾁｱﾀｯﾁｱﾀｯﾁ １０万円

         ﾒﾝﾄ ﾒﾝﾄ ﾒﾝﾄ ﾒﾝﾄ単品レンタル中の

　       事故については対象外

補償内容

お客様がオペレーションミス等により人を死傷さ

せたり、物を破損した等、法律上の賠償責任が

発生した時、お客様が負担する損害賠償金を補

償致します。

【【【【注意注意注意注意】　】　】　】　示談示談示談示談につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、弊社弊社弊社弊社とととと相談相談相談相談のののの上上上上、、、、

おおおお客様客様客様客様でででで進進進進めていただきますめていただきますめていただきますめていただきます。　。　。　。　示談交渉無示談交渉無示談交渉無示談交渉無しししし。。。。



グローバルグローバルグローバルグローバル建機建機建機建機 株式会社株式会社株式会社株式会社 ２００４２００４２００４２００４年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在

●●●●●●●●●●●● 補償補償補償補償のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる損害損害損害損害 ●●●●●●●●●●●●

---- ２２２２ ----

■■■■［［［［動産補償動産補償動産補償動産補償］］］］レンタルレンタルレンタルレンタル機械機械機械機械のののの損害損害損害損害をををを補償補償補償補償しますしますしますします

●●●●レンタルレンタルレンタルレンタル機械機械機械機械のののの通常作業中通常作業中通常作業中通常作業中にににに発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故でのでのでのでの 破損破損破損破損 によるによるによるによる損害損害損害損害

●●●●レンタルレンタルレンタルレンタル機械機械機械機械のののの保管中保管中保管中保管中およびおよびおよびおよび作業中作業中作業中作業中のののの現場内現場内現場内現場内におけるにおけるにおけるにおける 火災火災火災火災 によるによるによるによる損害損害損害損害

●●●●レンタルレンタルレンタルレンタル機械機械機械機械のののの保管中保管中保管中保管中およびおよびおよびおよび作業中作業中作業中作業中のののの現場内現場内現場内現場内におけるにおけるにおけるにおける 盗難盗難盗難盗難 ****2222 によるによるによるによる損害損害損害損害

●●●●レンタルレンタルレンタルレンタル機械機械機械機械のののの保管中保管中保管中保管中およびおよびおよびおよび作業中作業中作業中作業中のののの現場内現場内現場内現場内におけるにおけるにおけるにおける いたずらいたずらいたずらいたずら によるによるによるによる損害損害損害損害

●●●●レンタルレンタルレンタルレンタル機械機械機械機械のののの 運送中運送中運送中運送中のののの事故事故事故事故 によるによるによるによる損害損害損害損害

＊＊＊＊１１１１ 通常作業中通常作業中通常作業中通常作業中でででで発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故とはとはとはとは メーカーメーカーメーカーメーカーによりによりによりにより定定定定められためられためられためられた正正正正しいしいしいしい使用方法使用方法使用方法使用方法でのでのでのでの

作業中作業中作業中作業中にににに発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故ですですですです。。。。定定定定められためられためられためられた使用方使用方使用方使用方 法以外法以外法以外法以外でででで 発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故についてはについてはについてはについては、、、、

通常作業中通常作業中通常作業中通常作業中のののの事故事故事故事故とはなりませんとはなりませんとはなりませんとはなりません。。。。

＊＊＊＊２２２２ 盗難盗難盗難盗難とはとはとはとは警察警察警察警察へのへのへのへの届届届届けけけけ出出出出をををを行行行行いいいい警察警察警察警察にてにてにてにて盗難届盗難届盗難届盗難届をををを受理受理受理受理されたされたされたされた事故事故事故事故ですですですです。。。。

【【【【動産補償事故例動産補償事故例動産補償事故例動産補償事故例】】】】

○○○○作業中作業中作業中作業中にににに油圧油圧油圧油圧ショベルショベルショベルショベル等等等等がががが操作操作操作操作ミスミスミスミスでででで横転横転横転横転しししし、、、、キャビンキャビンキャビンキャビンがががが破損破損破損破損したしたしたした。。。。

○○○○現場現場現場現場にににに置置置置いてあるいてあるいてあるいてある建設機械建設機械建設機械建設機械がががが盗難盗難盗難盗難されてしまったされてしまったされてしまったされてしまった。。。。

○○○○廻送中廻送中廻送中廻送中、、、、交通事故交通事故交通事故交通事故にににに遭遭遭遭いいいい建設機械建設機械建設機械建設機械がががが荷台荷台荷台荷台からからからから滑滑滑滑りりりり落落落落ちちちち破損破損破損破損したしたしたした。。。。

○○○○現場現場現場現場でででで保管保管保管保管していたしていたしていたしていた油圧油圧油圧油圧ショベルショベルショベルショベルがががが放火放火放火放火されされされされ、、、、全焼全焼全焼全焼してしまったしてしまったしてしまったしてしまった。。。。

○○○○作業中作業中作業中作業中、、、、誤誤誤誤ってってってってシリンダーシリンダーシリンダーシリンダーをぶつけてしまいをぶつけてしまいをぶつけてしまいをぶつけてしまい、、、、破損破損破損破損させてしまったさせてしまったさせてしまったさせてしまった。。。。

■■■■［［［［賠償責任補償賠償責任補償賠償責任補償賠償責任補償］］］］レンタルレンタルレンタルレンタル機械使用中機械使用中機械使用中機械使用中のののの賠償責任賠償責任賠償責任賠償責任をををを補償補償補償補償しますしますしますします

●●●●レンタルレンタルレンタルレンタル機械機械機械機械でのでのでのでの作業中作業中作業中作業中のののの操作操作操作操作ミスミスミスミスによるによるによるによる損害損害損害損害についてについてについてについて、、、、第三者第三者第三者第三者にににに対対対対してしてしてして負担負担負担負担すべきすべきすべきすべき

法律上法律上法律上法律上のののの賠償責任賠償責任賠償責任賠償責任（（（（賠償責任補償賠償責任補償賠償責任補償賠償責任補償でででで定定定定めるめるめるめる範囲以内範囲以内範囲以内範囲以内））））

【【【【注意注意注意注意１１１１】】】】貴社貴社貴社貴社においてにおいてにおいてにおいて同様同様同様同様のののの保険保険保険保険にににに加入加入加入加入されているされているされているされている場合場合場合場合、、、、貴社貴社貴社貴社のののの保険保険保険保険をををを優先優先優先優先させてさせてさせてさせて

いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。またまたまたまた、、、、元請側元請側元請側元請側がががが保険加入保険加入保険加入保険加入しておりしておりしておりしており尚且尚且尚且尚且つつつつ元請側元請側元請側元請側のののの過失過失過失過失

がががが考考考考えられるえられるえられるえられる場合場合場合場合はははは過失相当過失相当過失相当過失相当をををを按分按分按分按分させていただくさせていただくさせていただくさせていただく事事事事がございますがございますがございますがございます。。。。

【【【【注意注意注意注意２２２２】】】】人身事故人身事故人身事故人身事故のののの場合場合場合場合、、、、労災保険労災保険労災保険労災保険、、、、労災上乗労災上乗労災上乗労災上乗せせせせ保険保険保険保険（（（（傷害保険等傷害保険等傷害保険等傷害保険等））））をををを、、、、

優先優先優先優先させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

【【【【注意注意注意注意３３３３】】】】 示談示談示談示談につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、弊社弊社弊社弊社とととと相談相談相談相談のののの上上上上、、、、おおおお客様客様客様客様でででで進進進進めていただきますめていただきますめていただきますめていただきます。。。。

示談交渉無示談交渉無示談交渉無示談交渉無しししし。。。。またまたまたまた、、、、弊社弊社弊社弊社へへへへ届出無届出無届出無届出無しにしにしにしに示談示談示談示談したしたしたした場合場合場合場合、、、、補償補償補償補償できないできないできないできない場合場合場合場合

がございますがございますがございますがございます。。。。

【【【【賠償補償事故例賠償補償事故例賠償補償事故例賠償補償事故例】】】】

○○○○油圧油圧油圧油圧ショベルショベルショベルショベルをををを操作中操作中操作中操作中にににに、、、、通行人通行人通行人通行人にににに接触接触接触接触しししし、、、、重傷重傷重傷重傷をををを負負負負わせてしまったわせてしまったわせてしまったわせてしまった。。。。

○○○○ブルドーザーブルドーザーブルドーザーブルドーザーでででで作業中作業中作業中作業中、、、、操作操作操作操作をををを誤誤誤誤ってってってって下請下請下請下請けけけけ人人人人ををををケガケガケガケガさせてしまったさせてしまったさせてしまったさせてしまった。。。。

○○○○油圧油圧油圧油圧ショベルショベルショベルショベルをををを旋回中旋回中旋回中旋回中、、、、誤誤誤誤ってってってって第三者第三者第三者第三者のののの自動車自動車自動車自動車ににににバケットバケットバケットバケットをぶつけてをぶつけてをぶつけてをぶつけて破損破損破損破損させてしまったさせてしまったさせてしまったさせてしまった。。。。

○○○○掘削作業中掘削作業中掘削作業中掘削作業中にににに誤誤誤誤ってってってって埋設埋設埋設埋設してあったしてあったしてあったしてあった水道管水道管水道管水道管〔〔〔〔ガスガスガスガス管管管管、、、、埋設埋設埋設埋設ケーブルケーブルケーブルケーブル等等等等〕〕〕〕をををを破損破損破損破損してしまったしてしまったしてしまったしてしまった。。。。
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グローバルグローバルグローバルグローバル建機建機建機建機 株式会社株式会社株式会社株式会社 ２００４２００４２００４２００４年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在

●●●●●●●●●●●● 補償補償補償補償のののの対象対象対象対象とならないとならないとならないとならない損害損害損害損害 ●●●●●●●●●●●●

---- ３３３３ ----

［［［［動産補償動産補償動産補償動産補償・・・・賠償責任賠償責任賠償責任賠償責任・・・・自動車補償共通自動車補償共通自動車補償共通自動車補償共通］］］］        

  ●「総合補償制度」に加入していない場合（補償料を領収して無い場合） 

  ●故意、重大な過失または、重大な法令違反による損害 

  ●戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた災害 

  ●差押え、徴発、没収、破壊等、国または公共団体などの公権力の行使によって生じた損害 

  ●じんあい、騒音、排ガス、核汚染などによって生じた損害 

  ●地震、津波、噴火、水災など天災によって生じた損害 

  ●事故に関わる間接損害*1 

  ●車両系運転技能終了資格を有しない者の運転操作による事故の損害  

車両系資格=各々レンタル機械を操作するための資格*2 

  ●事故発生時の連絡が遅延した時、「総合補償制度」の補償が受けられない場合もあります。  

＊1 事故発生時の車両入替費用、代替車両のレンタル料金、事故車輌修理期間休車補償費用 

   や、事故が原因により工期が延長になった為の損害費用等。 

＊2  参考：別紙「資格一覧表」をご覧下さい。 

 

［［［［ 動産補償動産補償動産補償動産補償］］］］         

        ●●●●常識的始業点検常識的始業点検常識的始業点検常識的始業点検をををを 怠怠怠怠っ たっ たっ たっ た使用使用使用使用によるも のによるも のによるも のによるも の（（（（ 作業油作業油作業油作業油・・・・ オイ ルオイ ルオイ ルオイ ル・・・・ 冷却水冷却水冷却水冷却水・・・・ 安全装置等安全装置等安全装置等安全装置等））））     

        ●●●●製造元製造元製造元製造元がががが定定定定めるめるめるめる 「「「「 正正正正し いし いし いし い使用方法使用方法使用方法使用方法」」」」 以外以外以外以外でのでのでのでの使用中使用中使用中使用中にににに発生発生発生発生し たし たし たし た損害損害損害損害    

        ●●●●バケッ トバケッ トバケッ トバケッ ト 、、、、 ツースツースツースツース、、、、 ゴムキャ タ ピラゴムキャ タ ピラゴムキャ タ ピラゴムキャ タ ピラ 、、、、 タ イ ヤタ イ ヤタ イ ヤタ イ ヤ等等等等のののの消耗品消耗品消耗品消耗品やややや管球類管球類管球類管球類（（（（ ラ イ トラ イ トラ イ トラ イ ト 等等等等）））） のののの損害損害損害損害    

        ●●●●電気的電気的電気的電気的・・・・ 機械的機械的機械的機械的によるによるによるによる 損害損害損害損害（（（（ おおおお客様客様客様客様のののの不注意不注意不注意不注意によるによるによるによる エンジンエンジンエンジンエンジン 焼付焼付焼付焼付けけけけ等等等等））））     

        ●●●●アタ ッ チメ ントアタ ッ チメ ントアタ ッ チメ ントアタ ッ チメ ント のののの常時他常時他常時他常時他とととと 接接接接するするするする部分部分部分部分のののの損害損害損害損害    

        ●●●●自然消耗自然消耗自然消耗自然消耗、、、、 性質性質性質性質によるさ びによるさ びによるさ びによるさ び、、、、 かびかびかびかび、、、、 変質変質変質変質、、、、 虫食虫食虫食虫食いいいい    

        ●●●●置置置置きききき 忘忘忘忘れれれれ、、、、 紛失紛失紛失紛失、、、、 滅失滅失滅失滅失によるによるによるによる損害損害損害損害    

        ●●●●凍結凍結凍結凍結によるによるによるによる 損害損害損害損害 

        ●●●●詐詐詐詐欺欺欺欺、、、、 横領横領横領横領によるによるによるによる損害損害損害損害 

        ●●●●燃料燃料燃料燃料のののの混合比混合比混合比混合比をををを 間違間違間違間違ええええエンジンエンジンエンジンエンジン のののの焼付焼付焼付焼付けけけけ損害損害損害損害（（（（ 燃料燃料燃料燃料をををを 誤誤誤誤っ たっ たっ たっ た場合場合場合場合もももも 同様同様同様同様））））  

●●●●所轄警察所轄警察所轄警察所轄警察へのへのへのへの届届届届けけけけ出出出出がなかっ たがなかっ たがなかっ たがなかっ た場合場合場合場合（（（（ 盗難事故時盗難事故時盗難事故時盗難事故時））））  

●●●●部品部品部品部品のののの盗難盗難盗難盗難（（（（ バッ テリ ーバッ テリ ーバッ テリ ーバッ テリ ーのみのみのみのみ盗盗盗盗まれたまれたまれたまれた等等等等））））  

●●●●ガラ スガラ スガラ スガラ スのののの単独破損単独破損単独破損単独破損 

●●●●船上作業船上作業船上作業船上作業、、、、 ト ンネルト ンネルト ンネルト ンネル工事工事工事工事、、、、 地下工事中地下工事中地下工事中地下工事中のののの事故事故事故事故    （（（（ 補償対象外現場補償対象外現場補償対象外現場補償対象外現場・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ 補償料補償料補償料補償料はははは頂頂頂頂き ませんき ませんき ませんき ません））））     

●●●●転落事故等転落事故等転落事故等転落事故等によるによるによるによる、、、、 機械機械機械機械のののの引引引引きききき 上上上上げげげげ費用費用費用費用（（（（ ク レーンク レーンク レーンク レーン 代等代等代等代等）、）、）、）、 廻送費用等廻送費用等廻送費用等廻送費用等 

［［［［ 賠償責任補償賠償責任補償賠償責任補償賠償責任補償］］］］         

●●●●賠償責任補償賠償責任補償賠償責任補償賠償責任補償にてにてにてにて取取取取りりりり 決決決決めているめているめているめている賠償額賠償額賠償額賠償額をををを 超超超超えるえるえるえる分分分分のののの損害損害損害損害 

●●●●事故事故事故事故をををを 起起起起こ し たこ し たこ し たこ し た人人人人とととと 死傷死傷死傷死傷し たし たし たし た被害者被害者被害者被害者がががが同同同同じじじじ 勤務社内勤務社内勤務社内勤務社内のののの場合場合場合場合 

●●●●加入者加入者加入者加入者のののの会社会社会社会社がががが所有所有所有所有・・・・ 使用使用使用使用・・・・ 管理管理管理管理するするするする財物財物財物財物にににに生生生生じじじじ たたたた損害損害損害損害*1*1*1*1 

●●●●同同同同じじじじ 現場現場現場現場にににに従事従事従事従事するするするする他社他社他社他社のののの財物財物財物財物をををを 破損破損破損破損し たし たし たし た場合場合場合場合（（（（ 他社他社他社他社のののの自動車自動車自動車自動車をををを 破損破損破損破損し たし たし たし た等等等等））））  

●●●●おおおお客様客様客様客様のののの請負請負請負請負っ ているっ ているっ ているっ ている 工事対象物工事対象物工事対象物工事対象物そのも ののそのも ののそのも ののそのも のの損害損害損害損害（（（（ 建築中建築中建築中建築中のののの建物建物建物建物をををを 破損破損破損破損し たし たし たし た等等等等））））  

●●●●航空機航空機航空機航空機、、、、 自動車自動車自動車自動車、、、、 船舶等船舶等船舶等船舶等のののの所有所有所有所有、、、、 使用使用使用使用、、、、 管理管理管理管理にににに起因起因起因起因するするするする損害損害損害損害（（（（ 公道自走中事故等公道自走中事故等公道自走中事故等公道自走中事故等））））  

   *1*1*1*1    【【【【 注意注意注意注意】】】】 おおおお客様客様客様客様がががが他社他社他社他社からからからから レンタ ルレンタ ルレンタ ルレンタ ル中中中中のののの機械機械機械機械をををを 破損破損破損破損し たし たし たし た場合補償対象場合補償対象場合補償対象場合補償対象と はなり ませんと はなり ませんと はなり ませんと はなり ません。。。。  

 



グローバルグローバルグローバルグローバル建機建機建機建機 株式会社株式会社株式会社株式会社 ２００４２００４２００４２００４年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在

グローバルグローバルグローバルグローバル建機建機建機建機　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社

AAAA社社社社（（（（社員社員社員社員）））） 　　　 AAAA社社社社（（（（財物財物財物財物）））） IIII社社社社（（（（元元元元　　　　　　　　請請請請））））

レンタル 工 工

AAAA社社社社（（（（レンタルレンタルレンタルレンタル先先先先）））） FFFF社社社社（（（（協力会社協力会社協力会社協力会社）））） 事 事 人人人人　　　　身身身身

現 現

BBBB社社社社（（（（下下下下　　　　請請請請）））） CCCC社社社社（（（（下下下下　　　　請請請請）））） GGGG社社社社（（（（協力下請協力下請協力下請協力下請）））） 場 場 財財財財　　　　物物物物

内 外

DDDD社社社社（（（（孫孫孫孫　　　　請請請請）））） EEEE社社社社（（（（孫孫孫孫　　　　請請請請）））） HHHH社社社社（（（（協力孫請協力孫請協力孫請協力孫請））））

電話線

水道管

ガス管等

●●●●●●●●●●●● 補償補償補償補償のののの適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲（（（（賠償補償賠償補償賠償補償賠償補償）））） ●●●●●●●●●●●●

オペレーターオペレーターオペレーターオペレーター 適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲

人身人身人身人身（（（（従業員従業員従業員従業員）））） 財物財物財物財物（（（（会社所有会社所有会社所有会社所有））））

A社　社員 　B・C・D・E・F・G・H・I　　（A社社員以外） 第三者の財物のみ　（Ａ～Ｉは全て免責）

B社　社員 　A・C・D・E・F・G・H・I　　（B社社員以外） 第三者の財物のみ　（Ａ～Ｉは全て免責）

C社　社員 　A・B・D・E・F・G・H・I　　（C社社員以外） 第三者の財物のみ　（Ａ～Ｉは全て免責）

D社　社員 　A・B・C・E・F・G・H・I　　（D社社員以外） 第三者の財物のみ　（Ａ～Ｉは全て免責）

E社　社員 　A・B・C・D・F・G・H・I　　（E社社員以外） 第三者の財物のみ　（Ａ～Ｉは全て免責）

---- ４４４４ ----

【例】①A社のオペレーターがA社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった ×××× 対象外対象外対象外対象外

②A社のオペレーターがB社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった ○○○○ 対対対対 象象象象

③A社のオペレーターがA社の自動車を、油圧ショベルで破損してしまった ×××× 対象外対象外対象外対象外

④A社のオペレーターがB社の自動車を、油圧ショベルで破損してしまった ×××× 対象外対象外対象外対象外

⑤B社のオペレーターがA社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった ○○○○ 対対対対 象象象象

⑥A社のオペレーターがグローバル建機の機械で、グローバル建機以外

からレンタルした機械を破損してしまった ×××× 対象外対象外対象外対象外

グローバル建機㈱からA社へ建設機械をレンタルした場合



グローバルグローバルグローバルグローバル建機建機建機建機 株式会社株式会社株式会社株式会社 ２００４２００４２００４２００４年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在

●●●●●●●●●●●● 補償出来補償出来補償出来補償出来ないないないない事故例事故例事故例事故例とととと補償補償補償補償となるとなるとなるとなる事故例事故例事故例事故例 ●●●●●●●●●●●●

紛失・置き忘

れ・滅失によ

る損害。

ポンプを

川に落と

した

見見見見

つ

か

ら

な

い

つ

か

ら

な

い

つ

か

ら

な

い

つ

か

ら

な

い

ナンバー無し

建機での公道

走行中におけ

る賠償事故。

公道自走中の事故

建設機械で

第三者の財

物を破損し

た。

Ａ社のオペレータが

駐車中の乗用車を破

損した。

賠償事故賠償事故賠償事故賠償事故

建設機械の

破損・曲損。

建機を積込中、

誤って横転させた

動産補償動産補償動産補償動産補償

賠償事故賠償事故賠償事故賠償事故

電気、機械的

事故によるも

の。

お客様の不注意による

エンジン焼付け等

動産補償動産補償動産補償動産補償

錆・変質・変色

無免許及び酒

気帯運転等に

よる事故。

動産補償動産補償動産補償動産補償 動産補償動産補償動産補償動産補償

動産補償動産補償動産補償動産補償

地震、噴火、

津波、水災

による損害。

自然の消耗等

による損害。

自分の所

有・使用・

管理物の損

害。

Ａ社にレンタルした機械で

Ａ社の機械を破損した

Ａ社

建設機械の

盗難。

何者かに発電機を

盗難された

動産補償動産補償動産補償動産補償

建設機械で

下請け会社

の従業員を

ケガさせた。

Ａ社のオペレータが

Ｂ社（下請け）の従業

員をケガさせた

賠償事故賠償事故賠償事故賠償事故

ＢＢＢＢ

賠償事故賠償事故賠償事故賠償事故

故意、または

重大な法令違

反に起因する

損害。

わざと壊した

動産補償動産補償動産補償動産補償

Ａ社のオペレーターが

Ａ社の従業員を誤って

ケガさせた。

オペレー

ターと人身

事故被害者

が同じ勤務

先の場合。

（同僚間災

害）

動産補償動産補償動産補償動産補償 動産補償動産補償動産補償動産補償

賠償補償賠償補償賠償補償賠償補償

---- ５５５５ ----



グローバルグローバルグローバルグローバル建機建機建機建機 株式会社株式会社株式会社株式会社 ２００４２００４２００４２００４年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在

●●●●●●●●●●●● 万一事故万一事故万一事故万一事故がががが起起起起こったときはこったときはこったときはこったときは ●●●●●●●●●●●●

（（（（ １１１１ ）））） まずまずまずまず負傷者負傷者負傷者負傷者のののの救護救護救護救護をををを

　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 ケガケガケガケガをさ れたをさ れたをさ れたをさ れた方方方方がいるがいるがいるがいる 場合場合場合場合はははは、、、、 医師医師医師医師、、、、 救急車救急車救急車救急車がががが到着到着到着到着するまでするまでするまでするまで可能可能可能可能なななな応急処置応急処置応急処置応急処置をををを 行行行行う こ と がう こ と がう こ と がう こ と が最優先最優先最優先最優先

　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 ですですですです。。。。

（（（（ ２２２２ ）））） 路上路上路上路上などのなどのなどのなどの危険防止危険防止危険防止危険防止をををを

　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 交通事故交通事故交通事故交通事故がががが発生発生発生発生し たし たし たし た場合場合場合場合はははは、、、、 続発続発続発続発をををを 防防防防ぐ ためぐ ためぐ ためぐ ため車輌車輌車輌車輌をををを 安全安全安全安全なななな場所場所場所場所へへへへ移動移動移動移動さ せてさ せてさ せてさ せて下下下下さ いさ いさ いさ い。。。。 又又又又はははは物損物損物損物損のののの

　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 場合場合場合場合もももも 同様同様同様同様にににに損害損害損害損害がががが拡大拡大拡大拡大し ないようし ないようし ないようし ないよう 応急措置応急措置応急措置応急措置をををを 行行行行っ てっ てっ てっ て下下下下さ いさ いさ いさ い。。。。

（（（（ ３３３３ ）））） 警察警察警察警察へへへへ事故事故事故事故のののの届出届出届出届出をををを

①①①①事故事故事故事故のののの場合場合場合場合はははは必必必必ずずずず警察警察警察警察へへへへ届届届届けてけてけてけて下下下下さ いさ いさ いさ い。。。。（（（（ 人身事故人身事故人身事故人身事故のののの場合場合場合場合はははは人身扱人身扱人身扱人身扱いのいのいのいの届出届出届出届出がががが必要必要必要必要ですですですです。）。）。）。）

　　　　 （（（（ 道路上道路上道路上道路上のののの交通事故交通事故交通事故交通事故はははは道交法第道交法第道交法第道交法第７ ２７ ２７ ２７ ２ 条条条条によりによりによりにより 警察届出警察届出警察届出警察届出がががが義務義務義務義務づけら れていづけら れていづけら れていづけら れていますますますます。。。。

②②②②盗難事故盗難事故盗難事故盗難事故（（（（ 車輌車輌車輌車輌・・・・ 機械機械機械機械などなどなどなど ）））） のののの場合場合場合場合はははは必必必必ずずずず警察警察警察警察へへへへ「「「「 盗難事故盗難事故盗難事故盗難事故」」」」 と し てと し てと し てと し て届出届出届出届出をし てく ださ いをし てく ださ いをし てく ださ いをし てく ださ い。。。。

③③③③そのそのそのその他公官庁他公官庁他公官庁他公官庁へのへのへのへの届出届出届出届出がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合はははは所定所定所定所定のののの届出届出届出届出をし てく ださ いをし てく ださ いをし てく ださ いをし てく ださ い。。。。

（（（（ ４４４４ ）））） ただちにただちにただちにただちに当社営業所当社営業所当社営業所当社営業所までごまでごまでごまでご連絡連絡連絡連絡をををを

　　　　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　 事故事故事故事故のののの大小大小大小大小にかかわら ずにかかわら ずにかかわら ずにかかわら ず事故事故事故事故のののの内容内容内容内容をごをごをごをご連絡連絡連絡連絡く ださ いく ださ いく ださ いく ださ い。。。。

①①①①事故発生事故発生事故発生事故発生のののの日時日時日時日時

②②②②事故発生事故発生事故発生事故発生のののの場所場所場所場所

③③③③おおおお客様客様客様客様のおのおのおのお名前名前名前名前・・・・ 住所住所住所住所・・・・ 連絡先連絡先連絡先連絡先（（（（ TELTELTELTEL、、、、 FAXFAXFAXFAX、、、、 担当者名担当者名担当者名担当者名）））） 運転者氏名運転者氏名運転者氏名運転者氏名・・・・ おおおお客様客様客様客様と のと のと のと の関係関係関係関係・・・・

　　　　 免許内容免許内容免許内容免許内容・・・・ 事故車事故車事故車事故車ののののレンタ ルレンタ ルレンタ ルレンタ ル番号又番号又番号又番号又はははは登録番号登録番号登録番号登録番号・・・・ 損害損害損害損害のののの内容及内容及内容及内容及びびびび程度程度程度程度。。。。

④④④④事故事故事故事故のののの状況状況状況状況（（（（ 交通事故交通事故交通事故交通事故のののの場合場合場合場合はははは道幅道幅道幅道幅、、、、 道路標識道路標識道路標識道路標識、、、、 双方双方双方双方のののの速度速度速度速度などなどなどなどもももも ））））

⑤⑤⑤⑤相手相手相手相手のののの住所住所住所住所、、、、 氏名氏名氏名氏名、、、、 会社名会社名会社名会社名、、、、 電話番号電話番号電話番号電話番号などなどなどなど

　　　　 （（（（ 物損事故物損事故物損事故物損事故）））） …………車両損害車両損害車両損害車両損害のののの場合場合場合場合→→→→損害内容損害内容損害内容損害内容、、、、 車名車名車名車名、、、、 登録番号登録番号登録番号登録番号、、、、 修理工場修理工場修理工場修理工場、、、、 電話番号電話番号電話番号電話番号

　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 そのそのそのその他他他他のののの被害物被害物被害物被害物のののの場合場合場合場合→→→→被害物名被害物名被害物名被害物名、、、、 損害内容損害内容損害内容損害内容、、、、 修理業者名修理業者名修理業者名修理業者名、、、、 電話番号電話番号電話番号電話番号

　　　　 （（（（ 人身事故人身事故人身事故人身事故）））） …………ケガケガケガケガのののの内容内容内容内容、、、、 病院名病院名病院名病院名、、、、 電話番号電話番号電話番号電話番号

⑥⑥⑥⑥搭乗者搭乗者搭乗者搭乗者ににににケガケガケガケガがあるがあるがあるがある 場合場合場合場合…………負傷者名負傷者名負傷者名負傷者名、、、、 ケガケガケガケガのののの内容内容内容内容、、、、 病院名病院名病院名病院名、、、、 電話番号電話番号電話番号電話番号

※ 人身事故人身事故人身事故人身事故のののの場合場合場合場合はははは、、、、 特特特特にににに被害者被害者被害者被害者へのおへのおへのおへのお見舞見舞見舞見舞いをし てく ださ いいをし てく ださ いいをし てく ださ いいをし てく ださ い。。。。

対物事故対物事故対物事故対物事故についてはについてはについてはについては、、、、損害物損害物損害物損害物のののの写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影をおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

---- ６６６６ ----
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公道走行の

機　械　名 区　分 運転資格

（免許）

油圧ショベル 機体重量3t未満 車両系建設機械（整地，運搬，積込，掘削） 特別教育

機体重量3t以上 車両系建設機械（整地，運搬，積込，掘削） 技能講習

ホイールローダ 機体重量3t未満 （緑ナンバー） 車両系建設機械（整地，運搬，積込，掘削） 特別教育

（0.2～1.1） 小型特殊以上

機体重量3t以上 （白ナンバー） 車両系建設機械（整地，運搬，積込，掘削） 技能講習

大型特殊

ブルドーザ 機体重量3ｔ未満 車両系建設機械（整地，運搬，積込，掘削） 特別教育

機体重量3t以上 車両系建設機械（整地，運搬，積込，掘削） 技能講習

ローラ 機体重量3ｔ未満 （緑ナンバー） ローラの運転の業務 特別教育

小型特殊以上

機体重量3t以上 （白ナンバー） 車両系建設機械（ローラ） 技能講習

大型特殊

クローラダンプ 最大積載1ｔ未満 不整地運搬車 特別教育

ホイールキャリ 最大積載1ｔ以上 不整地運搬車 技能講習

フォークリフト 最大荷重1ｔ未満 （緑ナンバー） フォークリフトの運転 特別教育

小型特殊以上

最大荷重1ｔ以上 （白ナンバー） フォークリフトの運転 技能講習

大型特殊

高所作業車 作業床の高さ 普通免許以上 高所作業車の運転 特別教育

10m未満 （スカイマスター・

作業床の高さ 　　リフトトラック） 高所作業車の運転 技能講習

10m以上

クレーン付トラック 最大吊上1t未満 普通免許以上 小型移動式クレーンの運転（玉掛） 特別教育

クローラクレーン 最大吊上1t以上5t未満 （クレーン付トラック） 小型移動式クレーンの運転（玉掛） 技能講習

ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 機体重量3t以上 車両系建設機械（整地，運搬，積込，掘削） 技能講習

ゴンドラ ゴンドラ作業の業務 特別教育

タワークレーン 最大吊上5t未満 玉掛 技能講習

クレーンの運転 特別教育

作業装置操作資格及び教育講習内容


