
Eye“247”セキュリティワイドパック保険規約 

 

特典の詳細 

① 特典（サイバーセキュリティ保険※）の概要および注意事項 

  引受保険会社をあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（以下「引受保険会社」とい 

  います。）、保険契約者を当社（株式会社フーバーブレイン）、被保険者（補償の対象と 

  なる方）を「利用者」とする商品付帯型のサイバーセキュリティ保険契約（※）に基

づき、本サービス（Eye“247”（アイ・トゥエンティフォー/セブン））の利用者（以下、

「利用者」または「被保険者」といいます）が業務を遂行するにあたり利用する通信

システムまたは端末（パソコン等）がマルウェアに感染したことによって発生した個

人情報（電子情報に限ります。）の漏えいに起因して、第三者から損害賠償請求がなさ

れたことにより被保険者が被る損害（以下「損害」といいます。）に対して、支払限度

額を限度に補償します。なお、本特典の内容は変更される場合があります。 

（※）サイバーセキュリティ特約＋商品付帯契約特約＋対象危険限定補償特約＋不誠実 

 行為補償対象外特約がセットされた包括職業賠償責任保険のペットネームです。 

 

② 特典対象となる利用者 

以下の条件のいずれも満たす利用者が特典の対象となります。 

（１） 本サービスを利用している利用者（本規約違反のない利用者） 

（２） 以下に該当しない利用者 

・国 

・地方公共団体 

・独立行政法人 

・金融機関 

 

③ 特典対象となる損害 

（保険金をお支払する場合、お支払する保険金の種類と保険金の額） 

 対象製品の導入クライアント端末のマルウェア感染による個人情報（電子情報に限

ります）の漏えいに起因して、保険期間中に被保険者に対して、日本国内で損害賠

償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、下記の保険金をお支払

いします。（注１）（注２） 

（注１） クレジットカード情報の漏えいに起因する損害（例：カード会社からの不

正利用、再発行費用等にかかる求償等）は補償対象外となります。 

（注２） 利用者の使用人等による持ち出し、使用人等によるサイバー攻撃等その他 

使用人等の不誠実行為に起因する場合は、補償対象外となります。 

   保険金の額 

   ＝損害の額の合計額（損害賠償金＋争訟費用＋権利保全行使費用＋訴訟対応費用） 



 

 

① 法律上の 

損害賠償金 

法律上の損害賠償請求に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、

罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金（これ

に類似するものを含みます）の加重された部分および被保険者と他

人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその

約定によって加重された損害賠償金を含みません。 

② 争訟費用 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟（訴訟、調停、和解、

または仲裁等をいいます。）によって生じた費用（記名被保険者ま

たは記名被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を

除きます） 

で、記名被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したものをいい

ます。 

③ 権利保全 

行使費用 

保険金をお支払する事故が発生した場合に、他人に対する損害賠償

の請求をする権利の保全または行使に必要な手続きをするために

要した費用で、引受保険会社が必要かつ有益であると認めた費用を

いいます。 

④ 訴訟対応 

費用 

日本国内の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支

出した次のいずれかに該当する費用（通常要する費用に限ります）

であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要

かつ有益であると引受保険会社が認めた費用に限ります。 

 ○被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 

 ○被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 

 ○被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験 

に要する費用 

 （事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故 

後の製品開発・改良等を目的とする実験費用は含みません） 

 ○訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 

 ○意見書または鑑定書の作成にかかる費用 

 ○増設したコピー機の賃借費用 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

④ 支払限度額、免責金額、保険責任期間 

支払限度額（注３） 免責金額 

（自己負担額） 

被保険者の保険責任

期間 

クライアント数 

５０未満の場合 

1,000 万円/１事故

につき 

 

0 万円/1 事故につき 本サービスの利用開

始日の翌日午前０時

に始まり、１年間とし

ます。ただし本サービ

スにかかる契約の解

除または解約により、

本サービスの利用が

終了した場合はその

解除日または解約日

に終了します。 

クライアント数 

５０以上の場合 

5,000 万円/１事故

につき 

 

 （注３）被保険者が損害を被る場合に、引受保険会社がお支払する保険金の上限額を 

いいます。損害賠償金だけではなく、争訟費用等を含めたすべての保険金の合計 

額に対してこの限度額が適用されます。 

 

⑤ 保険金をお支払しない主な場合 

ア．引受保険会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者に対してなされ

た次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支

払いません（次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じ

たまたは行われた認められる場合に限らず、次のいずれかの事由または行為があ

ったとの申立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、

この規定は適用されます）。 

 

（１） 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに 

類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償請求 

（２） 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償 

請求 

（３） 核物質の危険性またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求 

（４） 次のいずれかに該当する事由に起因する損賠賠償請求 

ア. 汚染物質の排出、流出、溢（いっ）出、漏出またはこれらが発生する 

おそれがある状態 



イ.汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化また  

 は中和化の指示または要請 

（５） 身体の障害（傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または 

死亡を含みます）に起因する損賠賠償請求 

（６） 財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難（これらに起因する財物の使用 

不能損害を含みます）に対する損賠償請求 

（７） 特許権、実用新案件、商標権（サービスマークを含みます）、意匠権、回路 

配置利用権、育成者権または商号権等の知的財産権（著作権を除きます）

の侵害に起因する損害賠償請求 

（８） 他の被保険者からなされた損賠償請求（ただし記名被保険者の相互間にお 

ける他の被保険者は他人とみなします） 

（９） 保険責任開始日において、保険契約者または被保険者が被保険者に対する 

損害賠償請求がなされる事由が発生していることを知っていた場合（知っ

ていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます）、その事由に起因

する一連の損害賠償請求 

（10）保険責任開始日より前に被保険者（他の被保険者を含みます）に対して提 

起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一ま

たは関連事実に起因する損害賠償請求 

    （11）保険責任開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそ 

       れがある状況を被保険者が知っていた場合（知っていたと判断できる合理 

       的な理由がある場合を含みます）において、その状況の原因となる行為に 

       起因する一連の損賠賠償請求 

    （12）保険責任開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の  

       中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求 

    （13）被保険者の故意に起因する損害賠償請求 

（14）法令の定めにより、製造または販売が禁止されている物の製造または販売 

 に起因する損害賠償請求 

     （15）偽りその他不正な手段により取得した情報に起因する損害賠償請求 

    （16）国または公共機関による法令等の規制により保険金を支払う場合の規定 

       に定める事由が発生したことに起因する損害賠償請求 

    （17）被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ 

       活動等の侵害行為に起因する損害賠償請求 

    （18）被保険者と他人との間に損害賠償請求に関する特別の約定がある場合に 

       おいて、その約定により加重された賠償責任に関する損害賠償請求 

    （19）被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償請求 

    （20）採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求 



    （21）株主代表訴訟による損害賠償請求 

    （22）風評被害（企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化を含 

       みます）に起因する損害賠償請求 

 

イ. 被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害

に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事

由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にこの規定が適用

されるものとします。 

（１） 被保険者（被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人 

の業務を執行するその他の機関をいいます）の犯罪行為（過失犯を除き

ます）に起因する損害賠償請求 

（２） その行為が法令に違反することを被保険者が認識しながら（認識してい

たと判断できる合理的な理由がある場合を含みます）行った行為に起因

する損害賠償請求 

（３） その行為が他人に損失を与えることを被保険者が認識しながら（認識し

ていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます）行った行為に

起因する損害賠償請求 

（４） 業務の提携に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、 

許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないま

たは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行

為に起因する損害賠償請求 

（５） 業務の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする 

場合において届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為

に起因する損害賠償請求 

（６） 被保険者の倒産、精算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行 

に起因する損害賠償請求 

（７） 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損

害賠償請求 

（８） 被保険者が公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売

買等を行ったことに起因する損害賠償請求 

（９） 被保険者が得たまたは請求した報酬についての損害賠償請求 

 

ウ.次のいずれかに該当する費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保 

険金を支払いません。 

① 業務の履行の追完または再履行のために要する費用（追完または再履行のため

に提供する財物、情報または役務の価格を含みます） 



② 業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置の

ために要した費用 

 

  エ.日本国外においてなされた損害賠償請求、または日本国外で既になされた損害賠償 

   請求に対する判決等の承認もしくは執行について日本国内でなされた損害賠償請求 

   による損害に対しては、保険金を支払いません。 

 

  オ.直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起 

   因する損害に対しては保険金を支払いません。 

（１） 記名被保険者の使用人等の犯罪行為（過失犯を除きます） 

（２） 記名被保険者の使用人等によるサイバー攻撃、マルウェアの作成もしくは 

意図的配布またはゲリラ活動等の侵害行為 

（３） 記名被保険者の使用人等の故意または重過失による法令違反 

（４） 記名被保険者の使用人等が被保険者以外のものに損失を与えることを認識 

しながら（被保険者以外の者に損失を与えることを認識していたと判断でき

る合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為 

 

   カ.対象製品の利用契約が終了した日の翌日以降に生じた損害に対しては、保険金を 

支払いません。 

                                      など 

 

⑥ 用語の定義 

この特典において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 

（１）情報 

   次のいずれかに該当するものをいい、所在する場所および電子情報であるか否 

かを問いません。 

① 個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に規定され 

る個人情報をいい、死者の情報を含みます。） 

② 企業情報（特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生 

産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であっ 

て、公然と知られていない情報をいいます。） 

③上記アおよびイに該当しない情報 

（２）情報システム 

   コンピュータ等の機器を中心とする情報処理および通信にかかるシステムならびに 

ネットワークをいいます。 

（３）ネットワーク 



   通信のために用いられる装置および回線をいいます。 

 （４）電子情報 

   情報システムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクま

たは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録されたプログラム、デー

タ等の情報をいいます。 

（５）漏えい 

   次のいずれかに該当する者以外の者に知られたこと（知られたと判断できる合理的

な理由がある場合を含みます。）をいいます。ただし、保険契約者または被保険者

が知らせる意図をもって知らせた場合を除きます。 

① 本人 

② 保険契約者 

③ 記名被保険者 

④ 上記②および③の者の業務の全部またはその一部を受託している者 

⑤ 上記①から④までの者の役員および使用人等 

（６）本人 

   情報によって識別される特定の者をいいます。 

（７）使用人等 

   雇用契約または労働契約の有無にかかわらず、その使用者の業務に従事する者をい

い、従業員、短時間労働者（パートタイム労働者、アルバイト等をいいます。）、

契約社員、準社員、嘱託、非常勤・臨時社員、出向契約に基づき他の事業者から記

名被保険者に出向してきている者、労働者派遣を業として行う事業者から記名被保

険者に派遣された労働者、またはこれらの地位にあった者を含みます。また、記名

被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、雇用の形態にかかわら

ず派遣を目的としてその事業者に登録された者（登録されていた者を含みます。）

を含みます。 

（８）役員 

   会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者をいいます。 

（９）人格権侵害 

   名誉毀（き）損、プライバシーの侵害、差別（不正取引行為を除きます。）、虚偽 

告訴、侮辱もしくは信用毀（き）損または氏名権（自己の氏名を他人に冒用されな

い権利をいいます。）、肖像権（自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表

されない権利をいいます。）もしくはパブリシティー権（経済的利益または価値を

有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいい

ます。）の侵害をいいます。 

（10）サイバー攻撃 

   記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムに対する次の行為をいいま



す。 

① 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11年法律第128号）第２条（定義）

第４項に規定する行為その他の不正な手段によりユーザー以外の者が行うアク

セスまたはユーザーが行う権限外のアクセス 

② DOS 攻撃、D-DOS 攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為 

③ マルウェアその他の不正なプログラムの送付、インストールまたは実行 

（11）マルウェア 

   他人のプログラムやデータベースに対して、意図的に何らかの被害を及ぼすように

作られたプログラムであって、次のいずれかに該当する機能を有するものをいいま

す。 

①自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし、またはシステム機能を利

用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機

能 

②発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、発病する

まで症状を出さない機能 

③プログラム、データ等の情報の破壊を行ったり、設計者の意図しない動作をする

等の機能 

（12）金融機関 

   信用保証協会法（昭和28年法律第196号）に定める信用保証協会、決済代行会社（割

賦販売法の一部を改正する法律（平成28年法律第99号）に定めるクレジットカード

番号等取扱契約締結事業者をいいます。）または金融商品取引所（仮想通貨交換業

を含みます。）を含みます。 

 

⑦ 特典の利用方法（保険金のご請求） 

＜万一、事故が発生した場合の手続き＞ 

  ・万一事故が発生した場合（損害賠償請求がなされた場合）は、遅滞なく代理店・扱

者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がないとそれによって引受保険

会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 

  ・この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際   

   にお申し出ください。 

  ＜示談にあたって＞ 

  ・この保険には、被保険者に代わって事故の相手（被害者）と示談交渉を行う「示談

交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への 

   法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめ 

   ください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または

一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引



いてお支払いする場合があります。 

 

保険金請求に必要な書類または証拠 

① 保険金請求書 

② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明する書類 

③ その他保険会社が必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類 

または、証拠として保険契約締結の際に保険会社が交付する書面等において定め

たもの 

 

上記はサイバーセキュリティ保険の概要を説明したものです。詳しくは「普通保険約款・ 

特約集」をご用意していますので、引受保険会社までご請求ください。ご不明点につきま 

しては引受保険会社にお問合わせください。 

 

【お問合わせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 7月承認 B19-101452 

引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

       （サイバーセキュリティ保険担当） 

＜商品内容に関するお問合せ先＞      ＜事故が発生した場合のお問合せ先＞ 

神奈川中央支店厚木支社          横浜火災新種サービスセンター 

外線：046－221－7771           外線：045－664－6800 

FAX：046－221－3850           FAX：045－664－6794 

営業時間 9：00～17：00（平日のみ）   営業時間 9：00～17：00（平日のみ） 

〒243-0017                〒231-0005 

神奈川県厚木市栄町 1－16－12        神奈川県横浜市中区本町５－４８ 

                                         あいおいニッセイ同和損保横浜ビル 6 階 

取扱代理店：有限会社神奈川保険サービス TOM 事業所 

外線：046－236－1136            

FAX：046－236－1137            

営業時間 9：00～17：00（平日のみ）    

〒243-0406                      

神奈川県海老名市国分北２丁目１７―３                                          


