
 
興行中止保険（イベント中止保険） 

 
興行中止保険(イベント中止保険)は、降雨、強風、吹雪、霧などの悪天候
（会場が屋外の場合）、交通機関の不通による観客の来場不能などの不測
かつ突発的な事由によってイベントが中止または延期となった場合、既に
支出した費用や、中止・延期に伴い必要となる臨時費用に対して、保険金
をお支払いします。 

イベントが不測かつ突発的な事由により中止または延期をよぎなくされたことで 
お客様が被る費用を補償する保険 

興行中止保険 

ご契約の手続期限 

規定によりイベント開始日の前日から起算して14日前までに保険契約
の締結および保険料のお支払いが必要です。 
例) イベント開始日が12月25日㈮の場合、その14日前にあたる12月
11日㈮までに手続き完了です（つまり２週間前の同じ曜日 右図参照）。 
 
※お見積りのご依頼はなるべくイベント開始日の1か月前までにお願い
いたします。 

（イベント中止保険） 

イベント開始日 

手続期限 

手続期限はイベント開始日
の２週間前の同じ曜日です  
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補償内容 

■悪天候リスク 

台風、強風、大雨、吹雪、霧等の悪天候および悪天候のおそれにより中止または延期した
場合を補償します。 

基本補償 

オプション補償 

●不測かつ突発的なリスク 

交通機関の混乱や会場の罹災等の不測かつ突発的な事由（＊）による中止または延期、そ
の他会場の不使用リスクなどを補償します。（＊）ここには出演不能リスクおよび地震リ
スクは含みません。例えば、列車トラブルにより交通機関が運休。参加者が来場できずイ
ベント開催を断念した。 
 

●出演不能リスク 

●地震リスク 

イベントが地震や噴火、津波によって中止または延期となった場合を補償します。 
例えば、関東圏内の大規模地震により、津波警報が発令したためイベントを中止した。 
(※)開催予定場所の都道府県によっては補償できない場合もございます。詳細は代理店ま
たは引受保険会社までお問い合わせ下さい。 

 
● 対象とする費用項目例 
 
出演料、会場使用料、会場設営費、用具類の賃借料、スタッフ
交通費・宿泊費、アルバイト雇用費、弁当代金、警備費、プロ
グラム印刷費、チケット印刷費、広告宣伝費、参加者用粗品代 
など 
 
 
 
● 臨時費用の例 
 
チケット払い戻し手数料、中止広告費 など 

補償対象となる費用 

■対象とする費用(例) 
●会場使用料・設営費用=35万円 
●広告宣伝費=5万円 
●プログラム等印刷費用=2万円 
●出演料=0万円 
●用具レンタル費用=8万円 
●交通宿泊費・通信費用=5万円 
●打ち上げ花火費用=0万円 
●弁当代=3万円 
●物品搬送費用=7万円 
●食材費=0万円 
●その他=警備・看護師派遣=20万円 
物品等購入費=15万円 スタッフ派遣
=5万円 
●合計●=105万円 
 

出演予定者の怪我や疾病による興行の中止または延期を補償します。例えば、有名歌手の
コンサートを予定していたが、リハーサル時に歌手本人が骨折してしまいコンサートの開
催を延期した。（＊）補償する危険が「不測かつ突発的な事由」のときに補償可能です。
なお、出演者の状態によっては補償できない場合もございます。詳細は代理店または引受
保険会社までお問い合わせ下さい。 



★対象となる行事・イベントについて 

行事・イベントの名称、開催予定日（予備日）、開催場所などについてご契約時に特定させていただきま
す。 

★補償する危険(事由)について 

悪天候やその他不測かつ突発的な事由をいいます。  

★「中止」と「延期」について 

「中止」とは、行事・イベントが各開催予定日および予備日の両日に「全く行われないこと」をいいます。
※お引受内容によっては、「全く行われないか、中断されその後再開されないこと」とすることも可能で
す。 

「延期」とは、行事・イベントが開催予定日に全く行われず予備日に行われることをいいます。 

★お支払い対象の損害について 

行事・イベントの開催のためにお客さまが支出した費用となります。なお、ご契約時にあらかじめ保険の
対象とする費用項目を決めさせていただきます。 
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この保険は、お客さまが開催する行事・イベントが不測かつ突発的な事由により中止ま
たは延期をよぎなくされたことで、お客さまが費用等を負担することによって被る損害
に対して保険金をお支払いする保険です。 

興行中止保険とは 

対象となる行事・イベント 

※上記の様な行事・イベントが対象となりますが、次のものは対象となりませんのでご注意ください。 
 
■通常業務と区別できないもの 
 ●自動車販売業（ディーラー）の展示即売会・新車発表会 ●学習塾などの夏期スクール  
   ●出版物の著作・編集 
 
■イベント性がないもの 
 ●建設工事 ●新商品の開発・研究・製作 ●遊園地、ホテル、海の家、弁当仕出しなどの通常業務でイベ
ントと関係の無いもの など 

スポーツ大会 コンサート 音楽会 

踊り 

花火大会 

祭り 

演劇 

展覧会・博覧会 

式典 会議 

祝賀パレード 

催事・物産展 
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ご契約例 ① 

ご契約内容とイベント内容（種類・時期・規模・場所など）により保険料は
異なります。このパンフレットでは目安の例をあげていますが、実際のお見
積りと大幅に異なる場合がありますので、詳しくは代理店または引受保険会
社までお問い合わせください。 

マルシェ（屋内） 

●対象事故・・・悪天候 
●開催地/開催日・・・東京都/5月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・500万円 
●保険料・・・58,500円 

マルシェ（屋内） 

●対象事故…悪天候+交通マヒ+不測 
●開催地/開催日・・・東京都/5月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・500万円 
●保険料・・・71,000円 

マルシェ（屋外） 

●対象事故・・・悪天候 
●開催地/開催日・・・東京都/5月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・500万円 
●保険料・・・625,000円 

マルシェ（屋外） 

●対象事故…悪天候+交通マヒ+不測 
●開催地/開催日・・・東京都/5月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・500万円 
●保険料・・・637,500円 
 

セミナー・学会（屋内） 

●対象事故・・・悪天候 
●開催地/開催日・・・東京都/2月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・1,000万円 
●保険料・・・34,000円 

セミナー・学会（屋内） 

●対象事故…悪天候+交通マヒ+不測 
●開催地/開催日・・・東京都/2月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・1,000万円 
●保険料・・・59,000円 

展示会・展覧会（屋内） 

●対象事故・・・悪天候 
●開催地/開催日・・・東京都/10月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・500万円 
●保険料・・・101,500円 

展示会・展覧会（屋内） 

●対象事故…悪天候+交通マヒ+不測 
●開催地/開催日・・・東京都/10月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・500万円 
●保険料・・・114,000円 

２日以上のイベントや地震による中止リスクを希望
の場合もお気軽にご相談くださいませ。 
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ご契約例 ② 

花火大会（屋外） 

●対象事故・・・悪天候 
●開催地/開催日・・・東京都/8月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・800万円 
●保険料・・・369,600円 

花火大会（屋外） 

●対象事故…悪天候+交通マヒ+不測 
●開催地/開催日・・・東京都/8月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・800万円 
●保険料・・・389,600円 

スポーツ大会（屋内） 

●対象事故・・・悪天候 
●開催地/開催日・・・東京都/6月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・500万円 
●保険料・・・93,500円 

スポーツ大会（屋内） 

●対象事故…悪天候+交通マヒ+不測 
●開催地/開催日・・・東京都/6月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・500万円 
●保険料・・・106,000円 

スポーツ大会（屋外） 

●対象事故・・・悪天候 
●開催地/開催日・・・東京都/5月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・500万円 
●保険料・・・137,000円 

スポーツ大会（屋外） 

●対象事故…悪天候+交通マヒ+不測 
●開催地/開催日・・・東京都/5月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・500万円 
●保険料・・・149,500円 

コンサート（屋内） 

●対象事故…悪天候+交通マヒ+不測 
●開催地/開催日・・・東京都/9月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・1,000万円 
●保険料・・・234,000円 

地域の祭り（屋外） 

●対象事故・・・悪天候 
●開催地/開催日・・・東京都/8月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・300万円 
●保険料・・・279,300円 

地域の祭り（屋外） 

●対象事故…悪天候+交通マヒ+不測 
●開催地/開催日・・・東京都/8月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・300万円 
●保険料・・・286,800円 

コンサート（屋内） 

●対象事故・・・悪天候 
●開催地/開催日・・・東京都/9月 
●開催日数・・・1日間 
●支払限度額・・・1,000万円 
●保険料・・・210,000円 



Q；保険料はどのようにして決まりますか？ 
 
Ａ；興行中止保険はオーダーメイド商品です。イベントの内容(期間)・開催都
道府県・屋内/屋外・補償対象とする費用・補償内容等により決まります。 
 
お見積りの際に、詳細をお聞きしますのでご協力お願い致します。 

Q；イベント開催期間が2日間以上ですが加入できますか？ 
 
A；はい、ご加入できます。 
各開催日の費用を元に、開催日ごとの費用を限度として保険を設計いたします。 
 
例として 
・3日間のマルシェイベントの場合 
イベント総費用3,000万円→1日目1,500万円、2日目800万円、3日目700万
円等、開催日ごとの限度額を設定下さい。 

Q；売上金(興行によって他人から得られた収入)は対象となりますか？ 
 
A；対象となりません。 
保険の対象となる費用は、補償対象に該当する事由によりイベントが中止また
は延期となった場合に支出していた「中止費用」や中止や延期に伴い臨時に支
出が必要となった「追加費用」になります。                                                                                                                                                                        
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Q；明日開催のイベントに保険をかけたいのですが、契約できますか？ 
 
A；折角のお話ですが、規定によりお引き受けできません。イベント開催予定日
初日の１４日前までに保険契約の締結および、保険料のお支払をして頂きます。 
お早目に検討されますことをお勧め致します。 

よくあるご質問 ① 

Q；新型コロナウイルスは対象になりますか？ 
 
A；対象となりません。現在すべての保険会社がお引受けをしておりません
（2020年9月現在）。 
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Q；見積を取るにはどうすれば良いですか？ 
 
Ａ；下記ホームページよりお気軽にご相談ください。 
  http://goodhoken.co.jp/event/ 
 
お見積り作成までには、悪天候の補償は最短１日、地震や出演者不能をご希望
の場合は１週間程度のお時間を頂戴しております。お見積りに際して、イベン
トの内容のわかる資料、収支計画書、出演予定者の情報等の提供をお願い致し
ます。 

Q；イベントの途中で中止になった場合でも対象となりますか？ 
 
A；原則、イベントが全く行われないことが条件となります。お引受内容によっ
ては、途中中断による補償も可能となります。詳しくは代理店または引受保険
会社までお問い合わせ下さい。 
 

Q；すべての費用ではなく一部の費用のみに保険をかける事は可能ですか？ 
 
A；可能です。 
(例) 地域祭りの食材費のみ。 (例) コンサートホールの会場費のみ。 
 

Q；自動車の販売会社です。新車発表会のイベントを開催する場合に興行中止
保険はかけられますか？ 
 
A；新車発表会など日常的に行われている業務・活動、またはこれと区別がで
きないものは保険の対象になりません。対象となるか否かは、お気軽にご相談
ください。 

よくあるご質問 ② 

Q；保険金の支払い例は？ 
 
A；(例) 雨天により運動会が中止となり会場のキャンセル費用を100万円支出し
た。 
支払保険金＝会場費キャンセル費100万円 ✖ 縮小支払い割合100％＝100万円 



8 

株式会社グッド保険サービス 

 
代表取締役    小嶋良平 
資本金          1,000万円 
会社設立       2004年11月（創業1991年2月） 
取扱保険会社 東京海上日動 損保ジャパン 三井住友海上  
                   あいおいニッセイ同和 日新火災 
イベント保険取扱実績：2,800件/年間 

  

興行中止保険のお問合せは 
 

ホームページ  
http://www.goodhoken.co.jp/event/ 

 
下記フリーダイヤルでも受け付けます 

0120-729-611 
  

取扱代理店 

株式会社グッド保険サービス  

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-19-9-3Ｆ

TEL 03-5413-4911 FAX 03-3401-9010 

  

引受保険会社 
 

東京海上日動火災保険株式会社 
〒100-8050 東京都千代田区丸の内1-2-1 

TEL 03-5223-3178 FAX 03-5223-3180 

※このチラシは興行中止保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては「重要事項説明書」
をあわせてご覧ください。また、詳しくは「約款(集)」をご用意していますので、取扱代理店また
は引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお
問合せください。 

（ホームページ） 

会社概要 

2020年10月作成 20-T03055 


