
■制度の概要

■保険契約の概要

保険責任期間は、
引渡時から10年一括での引受となっております。
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10年災害補償

保険責任期間10年一括

■保険契約形態
契約者 日本リビング保証株式会社

(ニチコン株式会社からの委託による)
被保険者 ニチコン株式会社が製造・販売する対象機器を

ご購入されたお客様
保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
保険代理店 日本興産株式会社

※保険証券に対して金融機関による質権設定はできませんので、
ご注意ください。

■保険契約形態
契約者 日本リビング保証株式会社

(ニチコン株式会社からの委託による)
被保険者 ニチコン株式会社が製造・販売する対象機器を

ご購入されたお客様
保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
保険代理店 日本興産株式会社

※保険証券に対して金融機関による質権設定はできませんので、
ご注意ください。

『ニチコン家庭用蓄電システム』災害補償制度

●補償対象である家庭用蓄電システムを購入いただいたユーザー様に対して、「製品保証」で
は対象とならない自然災害等の事故による損害を「修理または代替物」をご提供することで補
償する制度です。

●販売店様は、特定の「ニチコン社製家庭用蓄電システム」を10年間の災害補償付き製品
としてご購入者様にご提供することができます。

●補償対象機器は、ニチコン株式会社が製造・販売する特定の「家庭用蓄電システム」が本
補償制度の対象となります。
※ご購入者に対し任意で加入を募ること、また補償費用を請求することはできません。

〔制度運営〕

ニチコン株式会社

＜スキーム概要＞

ご購入者様
ハウスメーカー等

販売店様
ハウスメーカー等

販売店様

10年一括
保険加入

案件通知
WEB通知

またはFAX通知

（業務委託先）
ニチコン家庭用蓄電システム災害補償制度事務局

日本リビング保証株式会社

被保険者

保険代理店

日本興産株式会社

蓄電システム販売（災害補償制度付き）

※加入証はご購入者様もしくは
販売店様に送付します。

加入証加入証

機器販売
災害補償付き

災害補償制度

通知書
災害補償制度

通知書



ニチコン株式会社が製造・販売する家庭用蓄電システムの以下記載の型式の機器一式を対象となります。

 補償対象となる製品には、本補償制度用の通知方法のご案内が製品梱包用ダンボール内、付属品箱のフ
タ裏面に据付けられています。ご案内に記載の方法でご通知ください。

 すべて設置工事完了日に供給されている部材に限ります。

 販売店様が所定の方法により通知した物件が対象となります。

ニチコン株式会社が製造・販売する家庭用蓄電システムの以下記載の型式の機器一式を対象となります。

 補償対象となる製品には、本補償制度用の通知方法のご案内が製品梱包用ダンボール内、付属品箱のフ
タ裏面に据付けられています。ご案内に記載の方法でご通知ください。

 すべて設置工事完了日に供給されている部材に限ります。

 販売店様が所定の方法により通知した物件が対象となります。

火災・破裂・爆発 風災（注１）落雷 ひょう災

雪災（注２） 水災（注3）

【主な補償対象事例】

（注１）台風、旋(せん)風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
（注２）豪雪、雪崩(なだれ)等をいい、融雪洪水を除きます。
（注３）台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。
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【補償対象機器】 2022年4月1日時点

① ESS-U3S1　　　 4.1kWh ・屋外設置タイプ

② ESS-U3S1J　　 4.1kWh ・重塩害仕様・屋外設置タイプ

③ ESS-U2X1 16.6kWh・屋外設置タイプ

④ ESS-U2L2　 12kWh・屋外設置タイプ

⑤ ESS-H2L1 12kWh・屋外設置タイプ（ハイブリッド蓄電システム）

⑥ ESS-U4M1 11.1kWh・屋外設置タイプ

⑦ ESS-U4X1 16.6kWh・屋外設置タイプ

⑧ ESS-T3S1 4.9kWh・屋外設置タイプ（トライブリッド蓄電システム）

⑨ ESS-T3L1 9.9kWh・屋外設置タイプ（トライブリッド蓄電システム）

⑩ ESS-T3M1 7.4kWh・屋外設置タイプ（トライブリッド蓄電システム）

⑪ ESS-T3X1 14.9kWh・屋外設置タイプ（トライブリッド蓄電システム）

⑫ ESS-T3S1,V 4.9kWh・屋外設置タイプ（トライブリッド蓄電システム）＋V2H

⑬ ESS-T3L1,V 9.9kWh・屋外設置タイプ（トライブリッド蓄電システム）＋V2H

⑭ ESS-T3M1,V 7.4kWh・屋外設置タイプ（トライブリッド蓄電システム）＋V2H

⑮ ESS-T3X1,V 14.9kWh・屋外設置タイプ（トライブリッド蓄電システム）＋V2H

⑯ ES-T3 トライブリッドパワコン

⑰ ES-T3,V トライブリッドパワコン＋V2H



■制度の詳細

１．補償対象者
（被保険者）

ニチコン株式会社が製造・販売する家庭用蓄電システムのうち、
「本補償制度」を付帯して販売する型番の機器一式をご購入したすべてのお客様

２．補償対象機器 ニチコン株式会社が製造・販売する家庭用蓄電システムのうち、
「本補償制度」を付帯して販売するP.2【補償対象機器】に記載の型式の機器一式。
（2022年4月1日現在）

※すべて設置工事完了日に供給されている部材に限ります。
※販売店様は、補償対象機器の設置工事完了次第、1ヶ月以内に所定の方法により

案件情報をご通知ください。ご通知いただいた案件が本補償の対象となります。

３．補償期間
(保険責任期間)

対象システムの引渡し完了日（補償開始日）から10年間となります。
（補償開始日から10年後の応当日の午後４時まで）

補償期間内の事故であれば、補償回数の制限はありません。
ただし、以下の場合は保険約款にしたがって補償期間は終了となります。
・補償対象機器が全損した場合
・補償対象機器が滅失した場合
・補償対象機器が移設され、設置場所を変更した場合
・補償対象機器が転売・譲渡された場合（但し、相続を除く）

４．補償内容 「６．補償の対象となる主な場合 (補償内容）」に該当する事故により「２．補償対象機器」に
指定する機器に損害が発生した場合に、修理または代替物を提供します。

※ニチコン株式会社またはその関連会社が上記対象機器の修理あるいは代替物の提供を行っ
た場合に限ります。

５．免責金額 自己負担額なし

６.補償の対象と
なる主な場合
(補償内容）

偶然な事故によって保険の対象に発生した損害に対して、損害保険金をお支払いします。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 風災（注１）
⑤ 雹(ひょう)災
⑥ 雪災（注２）
⑦ 水災

（注１）台風、旋(せん)風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
（注２）豪雪、雪崩(なだれ)等をいい、融雪洪水を除きます。
（注３）台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。
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７.補償の対象
とならない
主な場合

① 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意もしくは重大な過失または法令違反に
よって生じた損害

② 被保険者と生計を共にする同居の親族の故意によって生じた損害
③ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に

よって生じた損害
④ 核燃料物資もしくは核燃料物資によって汚染された物、放射線照射または放射能汚染に

よって生じた損害
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
⑥ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
⑦ 保険の対象の欠陥、摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは

性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐食によって生じた損害
⑧ 外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた

損害
⑨ 保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に

よって生じた損害
⑩ 詐欺または横領によって生じた損害
⑪ かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等保険の対象の機能に直接関係のない外形

上の損傷
⑫ 保険契約者、被保険者または保険金受取人の従業員等が、単独または第三者と共謀して

行った盗取その他の不誠実行為によって生じた損害
⑬ 日本国外で生じた事故による損害
⑭ 保険の対象の設置場所を変更した後に生じた場合
⑮ 保険の対象を売却または譲渡した後に生じた場合
⑯ 紛失または置き忘れによって生じた損害 等

※上記以外にも補償の対象とならない場合があります。補償の対象とならない場合の詳細は、
動産総合保険普通保険約款などの「保険金を支払わない場合」等の項目をご覧いただくか、ご
不明な点については、ニチコン家庭用蓄電システム災害補償制度事務局までお問合せください。
※とくにご注意いただきたい点
ご購入者様（設置者）が加入されている火災保険等（他保険）が適用となる場合は、他保
険が優先されますので、あらかじめご了承ください。

8.火災保険等の
優先払い特約

① 被保険者がこの保険契約における保険の対象に対し、別に火災保険（共済含む）および
動産総合保険（以下、「火災保険等」といいます。）に加入している場合で、火災保険等
で補償される損害に対しては、火災保険等での支払いを優先するものとします。

② 上記①に記載の火災保険等で補償された後に、さらに当契約で支払うべき保険金が残存す
る場合には、この残存部分に対しては、保険金を支払います。

9. 通知 販売店様は、補償対象機器の設置工事が完了次第、必ず1ヶ月以内に製品同梱の通知の
ご案内に基づき、所定の方法（WEBまたはFAX）により案件情報をご通知ください。
通知事項：
①被保険者の氏名、住所、連絡先
②保険の目的の設置所在地
③保険の目的の型式、製造番号
④保険責任期間（責任開始日、責任終了日）
⑤完成引渡しされた日

10. 制度加入料 販売店様および補償対象者（ご購入者様）の費用負担はございません。

11. 保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

12. 取扱代理店 日本興産株式会社
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■WEB受付サイト

WEB受付サイトURL：https://jlw.jp/s/nichicon

「WEB通地登録はこちら」を
クリック頂き、WEB受付フォーム

にご入力ください。

「WEB通地登録はこちら」を
クリック頂き、WEB受付フォーム

にご入力ください。



６

■WEB受付フォーム入力方法

WEB受付サイトURL：https://jlw.jp/s/nichicon

担当者のお名前、会社名
部署など必要事項をご記入ください。
＊がついている箇所は必須入力と

なります。

担当者のお名前、会社名
部署など必要事項をご記入ください。
＊がついている箇所は必須入力と

なります。

入力が終わりましたら
「送信」をクリック

こちらで通知完了となります。

入力が終わりましたら
「送信」をクリック

こちらで通知完了となります。

プルダウン表示から
対象となる蓄電システムの
型式を選択してください。

プルダウン表示から
対象となる蓄電システムの
型式を選択してください。
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■加入証サンプル（表）
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■加入証サンプル（うら）


