
賠償交渉相談サービス付きサービスステーション総合共済 基本掛金６５，０００円

受託者賠償責任保険

ＳＳ受託自動車保険

自動車管理者賠償 ◼ ＳＳ業務で預かった車に与えた損害

共済金額 1事故100万円／期間中100万円

自己負担額 1事故5万円

生産物賠償 ◼ ＳＳで販売した商品・提供した作業に係る損害

共済金額 対人1名50万円／対物1事故50万円／期間中100万円

自己負担額 1事故5万円

施設賠償 ◼ ＳＳ施設の管理不備、ＳＳ業務上のミスに係る損害

共済金額 対人1名100万円／対人1事故200万円／対物1事故100万円
期間中200万円

自己負担額 1事故3万円

動産総合 ◼ ＳＳ構内のサービス機器に係る損害

共済金額 1事故100万円／期間中200万円

自己負担額 1事故3万円

盗 難 ◼ ＳＳ業務に係る現金・商品の盗難損害

共済金額 1事故30万円／期間中100万円

自己負担額 1事故1万円

ガラス ◼ ＳＳ建物の外面ガラス、ドアガラスの損害

共済金額 1事故10万円／期間中20万円

自己負担額 1事故1万円

ＳＳ業務で預かった車で起こした

対人事故･対物事故・自損事故を補償します

保険料 補償額 保険料 自己負担額

自動車管理者賠償 200万円

30,000円

なし

生産物賠償 200万円 なし

施設賠償 2,000万円 なし

受託財物補償 50万円 2,400円 3千円

預かったタイヤ・ホイルの盗難損害等を

補償します

基
本
補
償

ＳＳ総合安心プラン
ＳＳ総合共済の賠償額を超える
事故に備えます

加入プラン 保険料

100万円プラン 3,140円

300万円プラン 9,420円

500万円プラン 15,700円

自己負担額 1事故5千円

• 洗車で預かった車を運転ミスで洗車機にぶつけてしまった。 • 外れかけていた排水溝のふたを来店した車が跳ね上げ、車に傷がついた。

• ドレンボルトの締め付けが不十分だったためオイルが漏れてエンジンが焼きついた。
• 計量器が当て逃げされ壊された

• ドアガラスが強風で激しく閉まった際にひびが入った。
• 夜間、ＳＳに侵入した者にＳＳ売上金と陳列商品を盗まれた。

ＳＳ土壌浄化保険 老朽した地下タンク・配管からの油漏洩事故に
よる土壌浄化費用、賠償費用を補償します

自己負担額 1事故200万円

加入例（車検代行を行っているＳＳの場合）

対人賠償 対物賠償 自損事故 加入料
対物免責5万円

加入料
対物免責なし

1 無制限 無制限 1,500万円 31,420円 46,340円

2 無制限 1,000万円 1,500万円 27,410円 38,690円

3 1億円 500万円 1,500万円 25,430円 35,240円

施設内外
保険金

施設外
保険金

保険料

ＳＳ 一般取扱所

1 5,000万円 5,000万円 143,000円 153,700円

2 3,000万円 5,000万円 123,000円 133,700円

3 2,000万円 5,000万円 112,000円 122,700円

•一般取扱所も加入できます
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賠償責任共済

油濁賠償 海・川への石油製品流出事故による賠償責任

施設賠償 加入施設の管理不備による賠償責任

火災共済 火災、破裂･爆発、落雷による加入施設の損害

• ローリーで給油中にオーバーフローした重油が付近の港に流出した

• ＳＳに設置していた看板が突然落下して、通行人に当たりケガをさせた。
• ＳＳ所有のミニローリーで給油時に灯油用タンクに重油を給油してしまった。

• 計量器が落雷で故障した。
• 隣接の商店から出火して建物が半焼となった。

油濁賠償
施設賠償

火災共済 掛金
対人1名 対人1事故 対物1事故

1 なし 5,000万円 5,000万円 5,000万円 1,000万円 11,660円

2 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 1,000万円 25,630円

3 10,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 1,000万円 39,600円

自己
負担額

1万円 1万円 なし

中型生命グループ保険 ◼ 社員への弔慰金制度の確立をサポートします。

医師の審査なしで加入できます。

収支計算で剰余が生じたときは

配当金として返戻します。

病気入院には「医療見舞金」を
お支払いします。

専用の「交通事故傷害保険」
「傷害総合保険」に割安な掛金で
加入できます。

コース・保険金・掛金
100万円

コース

200万円

コース

300万円

コース

病気による死亡・高度障害 100万円 200万円 300万円

不慮の事故による死亡・高度障害 200万円 400万円 600万円

病気による5日以上21日未満の入院 2万円 2万円 2万円

病気による21日以上の入院 3万円 3万円 3万円

15～35歳 男性 3,420円 6,840円 10,260円

36～40歳 男性 3,732円 7,464円 11,196円

41～45歳 男性 4,248円 8,496円 12,744円

掛
金
例

（年
額
）

掛金：年額
交通事故
補償

就業中限定
補償

24時間
補償

天災危険なし※ 2,280円 2,040円 5,040円

死亡・後遺障害 100万円

通院保険金 1,000円/日

入院保険金 1,500円/日

手術保険金
入院中の手術：入院保険金額の10倍

外来の手術：入院保険金額の5倍

個人賠償責任特約 880円／補償額1億円・自己負担額0円

基本保障(団体定期保険+見舞金制度) 専用傷害保険の加入例（任意加入）

参考資料

【問い合わせ先】 全石連 共済・保険斡旋グループ 電話：03-3593-5844 2104

※天災危険なし：地震、噴火、津波によるケガは対象外

安心医療保険

医療補償プラン

入院
保険金 1日につき１万円

疾病退院後
通院保険金 1日につき6千円

手術保険金 重大手術の場合40万円

40歳男性で月２，２８０円

◼ 病気、ケガによる入院・通院・手術等を
補償します。がん補償にも加入できます。

◼ 先進医療、個人賠償、弁護士費用を補償
する３つのオプションで、より安心な補償を
用意できます。

◼ 最長80歳まで加入継続ができます。

個人賠償責任補償特約の加入も
できます。

◼ 医師の審査なしで加入できます。 がん補償プラン（オプション）

がん診断
保険金 1日につき１００万円

がん入院
保険金 1日につき1万円

がん手術保険金 重大手術の場合40万円

40歳男性で月５４０円

◼ 組合員企業で働く皆さまを対象とした医療保険

オプション特約

先進医療特約 500万円 月40円

個人賠償特約 1億円 月130円

弁護士費用特約 100万円 月510円


