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日事連・建築士事務所賠償責任保険 2021年度
対応版

満期案内送付状(ピ
ンクの紙)の左上に
「マイページ登録済」
もしくは「マイページ
未登録」と記載され
ておりますのでご確
認ください。

1マイページ登録・未登録の確認方法
2日事連サービスのホームページへアクセス方法
3マイページ登録の方法 マイページ未登録の方
4マイページへログインする方法 マイページ登録済の方

5WEB更新手続きを行う
6建賠保険マイページのご利用方法
7よくある質問

(アカウントとパスワードを忘れた方の確認方法)

《目次》

1 マイページ登録・未登録の確認方法
【マイページ登録済】 【マイページ未登録】

2 日事連サービスのホームページへアクセス方法

未登録の方には「初
期アカウントと初期
パスワード」を記載し
ております。

有限会社  日事連サービス
〒104-0032  東京都中央区八丁堀4-9-4  東京STビル3階  
 TEL.03-3551-6633   FAX.03-3552-1066　
E-mail : njs-q@nichijiren-service.com

本保険の内容等、詳細については下記にお問い合わせください。

〒104-0032  東京都中央区八丁堀2-21-6  八丁堀NFビル6F

（担当課）建設産業営業部  営業第二課
〒100-8050 東京都千代田区丸の内1-2-1  TEL.03-3285-1853

〈引受幹事保険会社〉お問い合わせ先 ・ 取扱指定代理店

日事連サービス
ホームページTOP画面
(ふくろうが目印)

検索サイト(ヤフー、グーグルなど)で
日事連サービス 検 索
または、こちらのQRコードからもホームページ
へアクセスできます。

▲日事連さんのホームページではありませんのでご注意ください。



3 マイページ登録の方法 マイページ未登録の方 4 マイページへログインする方法

アカウント・パスワードを忘れた方

マイページ登録済の方

既にマイページ登録済の方は2ページへおすすみください。 ▶▶▶▶▶▶

マイページ登録が完
了致しました。
３ページ5 WEB更
新手続きを行うへお
すすみください。

マイページへログ
インできましたら
3ページ5 WEB
更新手続きを行
うにおすすみくだ
さい。

マイページへログイン完了。
【マイページトップ画面】

マイページへログイン完了。
【マイページトップ画面】

登録するメールアドレスを入力ください。
ご自身で覚えられるアカウントとパスワードに変更ください。
登録後、先ほど登録したアドレスにメールが送信されます。

①受信したメールの「建
賠保険マイページ」へ
ログインするリンクを
クリック。
②先ほど新しく登録した
アカウントとパスワー
ドを入力してログイン
してください。

ご登録いただいたアドレスにメールを送信いたしま
したのでご確認ください。

❷

有限会社日事連サービスホームページ
トップ画面の赤枠内をクリックください。

有限会社日事連サービスホームページ
トップ画面の赤枠内をクリックください。

❶

1 2

同封した「満期案内(ピンク色の紙)」の右上に記
載されている「初期アカウント」と「初期パスワー
ド」を入力して「次へ」を押す。

※大文字と小文字が混在して
いるのでご注意ください。
大文字と小文字の入力方法
につきましてはキーボードの
機種により異なりますので
ネット等でお調べください。

パスワードの下に
カナをふっています。
数字は数字のまま
表示しています。

建賠保険マイページ登録情報

【注意点】入力は半角英数字。大文字と小文字に注意。

初期アカウント

初期パスワード

10001111

75134N0J
75134エヌ0ジェイ

ここ重要

以前登録したアカウントとパスワードを入力

①「アカウントとパスワードを忘れた方はこちら」をクリックください。 ②ご登録いただいているメールアドレスを下記に入力ください。
　ご登録いただいているアカウントとパスワードを送信いたします。



3 マイページ登録の方法 マイページ未登録の方 4 マイページへログインする方法

アカウント・パスワードを忘れた方

マイページ登録済の方

既にマイページ登録済の方は2ページへおすすみください。 ▶▶▶▶▶▶

マイページ登録が完
了致しました。
３ページ5 WEB更
新手続きを行うへお
すすみください。

マイページへログ
インできましたら
3ページ5 WEB
更新手続きを行
うにおすすみくだ
さい。

マイページへログイン完了。
【マイページトップ画面】

マイページへログイン完了。
【マイページトップ画面】

登録するメールアドレスを入力ください。
ご自身で覚えられるアカウントとパスワードに変更ください。
登録後、先ほど登録したアドレスにメールが送信されます。

①受信したメールの「建
賠保険マイページ」へ
ログインするリンクを
クリック。
②先ほど新しく登録した
アカウントとパスワー
ドを入力してログイン
してください。

ご登録いただいたアドレスにメールを送信いたしま
したのでご確認ください。

❷

有限会社日事連サービスホームページ
トップ画面の赤枠内をクリックください。

有限会社日事連サービスホームページ
トップ画面の赤枠内をクリックください。

❶

1 2

同封した「満期案内(ピンク色の紙)」の右上に記
載されている「初期アカウント」と「初期パスワー
ド」を入力して「次へ」を押す。

※大文字と小文字が混在して
いるのでご注意ください。
大文字と小文字の入力方法
につきましてはキーボードの
機種により異なりますので
ネット等でお調べください。

パスワードの下に
カナをふっています。
数字は数字のまま
表示しています。

建賠保険マイページ登録情報

【注意点】入力は半角英数字。大文字と小文字に注意。

初期アカウント

初期パスワード

10001111

75134N0J
75134エヌ0ジェイ

ここ重要

以前登録したアカウントとパスワードを入力

①「アカウントとパスワードを忘れた方はこちら」をクリックください。 ②ご登録いただいているメールアドレスを下記に入力ください。
　ご登録いただいているアカウントとパスワードを送信いたします。



5 WEB更新手続きを行う

① 事務所情報の登録状況

② 口座情報の登録状況

赤枠内を正しくご入力いただき「次へ」を押してください。

口座情報に変更があったお客様につきま
しては今回は保険料をお振込いただきま
す。新しいお口座からのお引落しには改め
てお口座の登録が必要です。後日、弊社よ
り書類をお送りいたしますのでご返送く
ださい。

次ページへ続く →
3 4

マイページトップ画面
「WEB更新手続き」をクリック 「更新手続きを行う」をクリック

「次へ」ボタンを押す
4ページ②へ

変更のない方
「次へ」ボタンを

押す
4ページ②へ

登録内容の確認【事務所情報】
現在の登録内容をご確認ください

変更項目のみ書き換えてください
《ご注意ください》
個人事務所⇔法人事務所の変更があったお客様
・個人or法人　・役職名(法人のみ)
の選択モレ、入力モレにご注意ください。

該当の金融機関を
クリックください

変更事項入力【口座登録①】(変更のある方のみ)
「ゆうちょ銀行以外」か「ゆうちょ」か選択し「次」へ

登録内容の確認【払込方法・口座情報】
現在の登録内容をご確認ください。

該当の金融機関の
青い箇所をクリックください

該当の支店の
青い箇所をクリックください

金融機関の検索
新たに登録する金融機関をご選択ください。

赤枠内をクリックして確定ください。

変更のない方
「次へ」ボタンを

押す
5ページ③へ

変更のある方
「変更」ボタンを

押す

変更のある方
「変更」ボタンを

押して

5ページ③へ
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5 WEB更新手続きを行う

現在の加入プランをご確認ください。

③ 告知
　 告知事項１、２、４について
 　お答えください。

⑤ 売上金額の申告

⑥ 確認画面
ご入力いただいた内容をご確認ください。
修正がある場合は下記に沿ってご修正ください。

前年度の設計監理売上高実績をご入力ください。
(算出方法は赤点線部内にてご確認ください。)

前年度建物調査業務売上高実績をご入力ください。
(算出方法は赤点線内と同じ考え方です。)

建物調査業務中損害補償のオプション
に加入される方のみ表示されます。

④ 加入プランの登録状況

「加入する」「加入しない」
を必ずどちらかご選択く
ださい。
ご選択がない場合は先に
進めません。

≪参考≫
設計監理売上高として明確になって
いないお仕事につきましては総売上
高の３％～８％を設計監理売上高と
みなしてご申告ください。

最低保険料制度があるのでプランを変更して
も保険料が従来と変わらないケースもござい
ますのでご注意の上お手続きください。

続き

次ページへ続く →
5 6

事務所情報の修正がある場合はこちらから

事務所情報の確認

口座情報の修正がある場合はこちらから

口座情報(払込方法)の確認

《参考》
【質問１、２について】
保険会社もしくは代理店に既にご連絡
いただいている案件につきましては「いい
え」でご回答ください。

【質問４について】
建築士会、JIAの建賠保険に加入されてい
る方は「はい」でご回答ください。
それ以外の方は全て「いいえ」でご回答く
ださい。

１もしくは２が「はい」の方は３を、４が「は
い」の方は５についてもご回答ください。

変更のない方
「次へ」ボタンを押す

変更のある方
「変更」ボタンを

押す

NEW
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5 WEB更新手続きを行う

6 建賠保険マイページのご利用方法

⑥ 引き続き確認画面～見積書印刷～更新申請

加入者証、
口座振替の
ご案内など
の印刷

続き 7 よくある質問

◆マイページ登録を行いたいが初期パスワードと初期アカウントが分からない。
→郵送された封筒の中のピンクの紙「満期のご案内」右上に記載しております。

▶表紙の１をご覧ください。

◆以前マイページ登録を行ったがアカウントとパスワードを忘れてしまった。
→日事連サービスホームページ右上「アカウントパスワードを忘れた方はこちら」をクリック。ご登録の
メールアドレスを入力いただくとアカウントパスワードをお知らせいたします。

▶P2“アカウントパスワードを忘れた方”をご覧ください。

◆マイページ登録をしているのかしていないかが分からない。
→郵送されてきた封筒の中のピンクの紙「満期のご案内」左上に記載しております。（加入者番号の下あ
たり)

▶表紙の１をご覧ください。

◆マイページ登録、WEB更新、マイページログインのやり方が分からない。
→郵送された封筒の中に「インターネット更新手続きマニュアル」を封入しておりますのでそちらをご覧
いただきながら操作をお願いします。

▶P３の５“WEB更新を行う”をご覧ください。

◆加入者証、口座振替案内もしくは請求書などが郵送されてこない。
→WEB更新のお客様には郵送物はございません。マイページからログインいただき必要な書類を印刷
ください。
書類で更新のお客様は「満期案内」の裏面にスケジュールを記載しておりますのでご確認ください。

▶P７の６“加入者証、口座振替のご案内などの印刷”をご覧ください。

◆WEBで更新の申請をしたが、加入者証、口座振替案内もしくは請求書などが印刷できない。
→口座振替のお客様は弊社にて受付処理が完了しましたら加入者証と口座振替案内が印刷できます。
受付処理がされるのは申請から約1週間～2週間くらいです。(保険料のチェックなどがあるためです。)
お振込みのお客様は弊社にて受付が完了しましたら請求書が印刷できます。加入者証はご入金の確認が弊社でとれましたら
印刷ができます。

▶P７の６“建賠保険マイページのご利用方法”をご覧ください。

◆手続きの進捗がどうなっているか確認したい
→マイページの「手続きの進捗状況」で確認ができます。または手続きの進捗がある毎にメールにてお
知らせをしております。

▶P７の６“建賠保険マイページのご利用方法”をご覧ください。

◆登録していた口座情報に変更があった場合はどうなるの？
→今回の更新手続きと同時に口座情報の変更があった場合、本年度はお振込みでご処理いただきます。
弊社より追って口座振替依頼書を送付いたしますのでご提出いただき改めて口座登録を行います。次
年度より口座振替となります。
(金融機関の統合などで情報が変わった場合は手続きは不要です。)

◆次年度の保険料を先に知りたい(見積書が必要)
→更新手続きの最後(申請ボタンを押す前)に「見積書印刷」ボタンがございますのでこちらをご活用く
ださい。

▶P７の⑥“見積書印刷”をご覧ください。

7 8

見積書ができます。手続き方
法によって明細内容がかわり
ますのでご注意ください。

こちらを押すと申
請されます。メール
が送信されますの
でご確認ください。

告知内容に修正がある場合はこちらから

更新申請完了です。

◆こちらからお手続きの進捗が確認できます。
申請いただいてから弊社で受付処理するまで1週間～2週間ほどかかります。
(保険料計算などの確認作業があるためです。)
◆保険料の入金状況も確認ができます。
　金融機関から連絡が入るまで数日かかりますのでご了承ください。
◆お手続きに進捗があるごとにご登録いただいたアドレスにメールにて随時
お知らせいたします。
団体保険のため皆様にご協力いただいてお手続きがすすみますのでメール
でのお知らせをお待ちくださいますようお願い申し上げます。

こちらから「加入者証」が印刷できます。
【口座振替の方】
弊社にて受付処理が完了するようになると印刷が可能となります。
(ただし、口座振替ができなかった場合は加入者証は無効となります。)

【請求書の方】
　弊社にて入金確認ができましたら印刷が可能となります。

こちらから「口座振替案内書」が印刷できます。
印刷ができるのは払込方法が「口座振替」の方のみです。

こちらから「請求書」が印刷できます。
印刷ができるのは払込方法が「振込み(請求書)」の方のみです。



5 WEB更新手続きを行う

6 建賠保険マイページのご利用方法

⑥ 引き続き確認画面～見積書印刷～更新申請

加入者証、
口座振替の
ご案内など
の印刷

続き 7 よくある質問

◆マイページ登録を行いたいが初期パスワードと初期アカウントが分からない。
→郵送された封筒の中のピンクの紙「満期のご案内」右上に記載しております。

▶表紙の１をご覧ください。

◆以前マイページ登録を行ったがアカウントとパスワードを忘れてしまった。
→日事連サービスホームページ右上「アカウントパスワードを忘れた方はこちら」をクリック。ご登録の
メールアドレスを入力いただくとアカウントパスワードをお知らせいたします。

▶P2“アカウントパスワードを忘れた方”をご覧ください。

◆マイページ登録をしているのかしていないかが分からない。
→郵送されてきた封筒の中のピンクの紙「満期のご案内」左上に記載しております。（加入者番号の下あ
たり)

▶表紙の１をご覧ください。

◆マイページ登録、WEB更新、マイページログインのやり方が分からない。
→郵送された封筒の中に「インターネット更新手続きマニュアル」を封入しておりますのでそちらをご覧
いただきながら操作をお願いします。

▶P３の５“WEB更新を行う”をご覧ください。

◆加入者証、口座振替案内もしくは請求書などが郵送されてこない。
→WEB更新のお客様には郵送物はございません。マイページからログインいただき必要な書類を印刷
ください。
書類で更新のお客様は「満期案内」の裏面にスケジュールを記載しておりますのでご確認ください。

▶P７の６“加入者証、口座振替のご案内などの印刷”をご覧ください。

◆WEBで更新の申請をしたが、加入者証、口座振替案内もしくは請求書などが印刷できない。
→口座振替のお客様は弊社にて受付処理が完了しましたら加入者証と口座振替案内が印刷できます。
受付処理がされるのは申請から約1週間～2週間くらいです。(保険料のチェックなどがあるためです。)
お振込みのお客様は弊社にて受付が完了しましたら請求書が印刷できます。加入者証はご入金の確認が弊社でとれましたら
印刷ができます。

▶P７の６“建賠保険マイページのご利用方法”をご覧ください。

◆手続きの進捗がどうなっているか確認したい
→マイページの「手続きの進捗状況」で確認ができます。または手続きの進捗がある毎にメールにてお
知らせをしております。

▶P７の６“建賠保険マイページのご利用方法”をご覧ください。

◆登録していた口座情報に変更があった場合はどうなるの？
→今回の更新手続きと同時に口座情報の変更があった場合、本年度はお振込みでご処理いただきます。
弊社より追って口座振替依頼書を送付いたしますのでご提出いただき改めて口座登録を行います。次
年度より口座振替となります。
(金融機関の統合などで情報が変わった場合は手続きは不要です。)

◆次年度の保険料を先に知りたい(見積書が必要)
→更新手続きの最後(申請ボタンを押す前)に「見積書印刷」ボタンがございますのでこちらをご活用く
ださい。

▶P７の⑥“見積書印刷”をご覧ください。

7 8

見積書ができます。手続き方
法によって明細内容がかわり
ますのでご注意ください。

こちらを押すと申
請されます。メール
が送信されますの
でご確認ください。

告知内容に修正がある場合はこちらから

更新申請完了です。

◆こちらからお手続きの進捗が確認できます。
申請いただいてから弊社で受付処理するまで1週間～2週間ほどかかります。
(保険料計算などの確認作業があるためです。)
◆保険料の入金状況も確認ができます。
　金融機関から連絡が入るまで数日かかりますのでご了承ください。
◆お手続きに進捗があるごとにご登録いただいたアドレスにメールにて随時
お知らせいたします。
団体保険のため皆様にご協力いただいてお手続きがすすみますのでメール
でのお知らせをお待ちくださいますようお願い申し上げます。

こちらから「加入者証」が印刷できます。
【口座振替の方】
弊社にて受付処理が完了するようになると印刷が可能となります。
(ただし、口座振替ができなかった場合は加入者証は無効となります。)

【請求書の方】
　弊社にて入金確認ができましたら印刷が可能となります。

こちらから「口座振替案内書」が印刷できます。
印刷ができるのは払込方法が「口座振替」の方のみです。

こちらから「請求書」が印刷できます。
印刷ができるのは払込方法が「振込み(請求書)」の方のみです。
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満期案内送付状(ピ
ンクの紙)の左上に
「マイページ登録済」
もしくは「マイページ
未登録」と記載され
ておりますのでご確
認ください。

1マイページ登録・未登録の確認方法
2日事連サービスのホームページへアクセス方法
3マイページ登録の方法 マイページ未登録の方
4マイページへログインする方法 マイページ登録済の方

5WEB更新手続きを行う
6建賠保険マイページのご利用方法
7よくある質問

(アカウントとパスワードを忘れた方の確認方法)

《目次》

1 マイページ登録・未登録の確認方法
【マイページ登録済】 【マイページ未登録】

2 日事連サービスのホームページへアクセス方法

未登録の方には「初
期アカウントと初期
パスワード」を記載し
ております。

有限会社  日事連サービス
〒104-0032  東京都中央区八丁堀4-9-4  東京STビル3階  
 TEL.03-3551-6633   FAX.03-3552-1066　
E-mail : njs-q@nichijiren-service.com

本保険の内容等、詳細については下記にお問い合わせください。

〒104-0032  東京都中央区八丁堀2-21-6  八丁堀NFビル6F

（担当課）建設産業営業部  営業第二課
〒100-8050 東京都千代田区丸の内1-2-1  TEL.03-3285-1853

〈引受幹事保険会社〉お問い合わせ先 ・ 取扱指定代理店

日事連サービス
ホームページTOP画面
(ふくろうが目印)

検索サイト(ヤフー、グーグルなど)で
日事連サービス 検 索
または、こちらのQRコードからもホームページ
へアクセスできます。

▲日事連さんのホームページではありませんのでご注意ください。
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