
事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7「地震」による休業損失も補償
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「ビジネス総合保険制度パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。保険の内容はビジネス総合保険制度パンフレット兼重要事項説明書をご確認ください。詳細は契約者である
団体のホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら下欄お問合わせ先までおたずねください。「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お問合わせ先
お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問合わせください。

制度運営 日本商工会議所

事業活動を取り巻く様々なリスクから
会 員 の 皆 様 を お 守 り す る

2019年11月作成 19-TC04686

1 全国商工会議所の団体割引が適用されるため、保険料が割安です。
一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）
※33％割引は「賠償責任に関する補償」「休業に関する補償」に適用されます。 
保険期間：2019年7月1日午後4時から2020年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）
 

制度引受保険会社

「ビジネス総合保険制度」 最大

約33%
割引

2 賠償責任に関するリスク(生産物・完成作業、施設・事業遂行、リコール、情報漏えい等)を総合的に補償
その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。

3 サイバーアタックなど情報セキュリティ被害も補償
マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

超ビジネスプロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴

東京海上日動の

埼玉支店上尾支社 上尾市愛宕1-16-8レーベンビル3F

TEL:048-775-3375 FAX:048-775-2284

全国商工会議所

大切な住まい、大雨の後は要注意‼の後は

12月号5

  

上尾商店街連合会 会長
大 木 保 司

➡上のポスターが
　参加店の目印です　上尾商店街連合会は、上尾市内29商店街413名（店

舗）の会員が、会員相互の親睦・連携と各商店街の向
上発展を目的として、昭和51年に設立した団体です。
当連合会では、販売促進事業として小さな商店街・商
店でなかなか打ち出せない海外旅行招待の企画を主体
とした“サンクスフェスタ”を、平成4年度より毎年年
末に取り組んでいます。ぜひ、“サンクスフェスタ”参

加店でのお買い物を楽しんでいただければ幸いです。
　また、年末商戦に向け、独自の販売促進事業・大売
出しやイベントを企画している商店街もございますの
で、お近くの商店街にお立ち寄りいただきたいと存じ
ます。
　今後とも、市内の商店街・地域のお店を末永くご愛
顧いただきますよう、お願い致します。

  上尾市内の商店街・お店をご利用ください！

ご住所　〒　　－

お名前

電話番号

 

レシート添付① レシート添付②
 

応募期間 ： 2019年12月1日日～15日日まで
応 募 券

加盟店でお買い上げの
1,000円以上のレシートを添付してください。

加盟店でお買い上げの
1,000円以上のレシートを添付してください。

※ご記入いただいた個人情報につきましては、上尾商工会議所協力店舗還元事業のみにて使用し、それ以外の目的には使用いたしません。
※後日厳正なる抽選を行い、発送をもって当選発表とさせていただきます。
※12月８日㈰の出張商店街では、1,000円以上購入時のスタンプをレシートのかわりとさせていただきます。
※応募に関しては、おひとり様一回限りとさせていただきます。

  上尾商店街連合会
事務局： 上尾市大字上尾町1157　　

上尾市上下水道部庁舎 3階
上尾商工会議所内

主 催／上尾商工会議所 後 援／上尾市　上尾市観光協会          
協 力／上尾商店街連合会、 上尾市商業近代化協議会、 上尾都市開発㈱、  ㈱丸広百貨店上尾店、  ショーサンプラザ

【問い合せ】 上尾商工会議所　048-773-3111  http://www.ageocci.or.jp
※荒天時はイベントが中止になる可能性があります。
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いいもの、取り揃えています。

上尾商店街連合会、 上尾市商業近代化協議会、 上尾都市開発㈱、  ㈱丸広百貨店上尾店、  ショーサンプラザ
【問い合せ】 上尾商工会議所　048-773-3111  上尾市観光協会         

上尾商店街連合会、 上尾市商業近代化協議会、 上尾都市開発㈱、  ㈱丸広百貨店上尾店、  ショーサンプラザ上尾商店街連合会、 上尾市商業近代化協議会、 上尾都市開発㈱、  ㈱丸広百貨店上尾店、  ショーサンプラザ
【問い合せ】 上尾商工会議所　048-773-3111  

ショーサンプラザ
1 階センターコート
大東青果  朝市
10：00～13：00

Fun Gospel!
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～13：00
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スママスマス ススス
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大東青果  朝市

Fun GospeFun GospeFun GospeFun GospeFun Gospellll
ススコンサートコンサートコンサート

１１：2０～１８：００
上尾駅ペデストリアンデッキ特設エリア ・上尾駅改札口前自由通路

2019年１２月１日日～１5日日まで
　　　　　　
2019年１２月１日日～１5日日まで
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上尾商店街連合会サンクスフェスタ参加店
上尾商工会議所事業協力店舗還元事業実施中 抽選で

サンクスフェスタ
参加店で使える

丸広百貨店上尾店　２階入口前
「クリスマスミニコンサート」
サニーサイドゴスペルクラブ埼玉
11：30～12：00／ 12：20～12：50 
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ズ
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中心市街地活性化事業中心市街地活性化事業

in  イルミネーショ
ン

上尾駅前  改札口
あげお出張商店街
11：00～18：00
・上尾商工会議所会員企業　・上尾市商業近代化協議会
市内商店10店舗（予定）参加にて開催。

ぜひご参加
ください
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上尾商工会議所
四角形

上尾商工会議所
タイプライタ
※ショーサンプラザ専門店会と12月8日(日)の出張商店街では、1,000円以上購入時のスタンプをレシートの代わりとさせていただきます。
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