
2021年2月
加入者各位

（公社）日本建築士会連合会
建築士賠償責任補償制度係

時下　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。日頃は建築士会の活動にご理解ご支援を賜り
厚く御礼申しあげます。
　さて、2021年度の「けんばい」の更新が近づいてまいりましたので、お手続きの方法について
ご案内申しあげます。

２ページ： 「けんばい」の特長

３ページ： 『Web更新』に関するご案内
  【“Ｗｅｂ割引（1,000円割引）”が適用になります。】

４ページ： 『加入依頼書』による更新に関するご案内

【２ページ以降の内容のご案内】

＜お問合せ先＞

取扱代理店　株式会社 エイアイシー
ＴＥＬ：03-6272-6206　ＦＡＸ：03-6272-6209

E-Mail：kenbai@aic-agt.co.jp

３．登録内容に変更がある場合
『加入依頼書』の記載事項に変更がある場合は、訂正箇所に二重線を引きお申込印と同様の
訂正印を押印の上、余白に訂正内容を記入してください。

４．次年度以降の振替口座の変更・登録
１ページのお問合せ先までご連絡ください。追って口座振替依頼書類をご郵送いたします。

『加入依頼書』による更新に関するご案内4P
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2021年度の「けんばい」パンフレット
■下記からＰＤＦファイルをダウンロードしていただくことができます。

http://www.aic-agt.co.jp/kenchikushikai/
（ 日本建築士会連合会ホームページ → 保険制度 ）

■下記＜お問い合せ先＞のメールアドレスへご請求ください。
　パンフレットをご郵送させていただきます。

１． 受付期間

同封の返信用封筒にてご郵送ください。

「建築士賠償責任補償制度（けんばい）」の
更新手続きについて

※お振込みの場合は、『加入依頼書』のご提出後、ＦＡＸにて振込先のご案内をいたします。

３月5日消印有効 4月下旬

５月中旬3月22日消印有効

加入依頼書 到着締切り 加入者証の発送時期口座振替日

初回締切り

最終締切り

2021年３月22日（月）到着分まで

２． 掛金の算出について

掛金の算出は、

にて、算出してください。

『加入依頼書』を印刷できます。
印刷した加入依頼書を郵送いただく場合は、網掛け部分の記入・確認および捺印を
お願いします。

※計算サイトにアクセスできない場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

http://www.aic-agt.co.jp/kenchikushikai/
→日本建築士会連合会

ホームページ
保険制度→ → 更 新の方更 新の方2021年度

けんばい
加入依頼書
による更新
加入依頼書
による更新

4月27日
※振替不能の場合は、指定口座へのお振込み

（振込手数料が別途かかります）

3月29日
※振替ができなかった場合は、

4月27日引落

事故割増引率についてはパンフレット 17ページ をご参照ください。

保険金支払事故の件数のカウントについて
保険金支払事故については、毎年11月30日を起算日として過去５年・10年間の保険金支払事故件数を
支払日ベースにてカウントします。

※今年度よりWEB更新を希望する場合は、同封の加入依頼書の左側にある「建築士
賠償責任保険（けんばい）Ｗｅｂサービス利用のご案内」に「ログインＩＤ」と「仮ログ
インパスワード」が記載されています。



2021年度『けんばい』の特長2P
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3．『Web更新』を利用いただけない方
事務所名または代表者名を変更される場合は、別途お手続きが必要となります。
恐れ入りますが「お問い合わせフォーム」から、またはお電話にてご連絡ください。

『Web更新』に関するご案内3P

１． 受付期間

Web割引
1,000円

詳細はパンフレット １５ページ をご参照ください。

3．構造未達補償オプションの免責５０万円の新設

2．『Web更新』の画面へのアクセス

http://www.aic-agt.co.jp/kenchikushikai/
→日本建築士会連合会

ホームページ
保険制度→ → Ｗｅｂでの更新Ｗｅｂでの更新更 新の方更 新の方2021年度

けんばい

※お振込みの場合は、『加入依頼書』のご提出後、ＦＡＸにて振込先のご案内をいたします。

３月12日 ４月中旬

５月中旬3月22日

お手続き締切り（Web更新） 加入者証の発送時期口座振替日

初回締切り

最終締切り

2021年3月22日（月）まで

お困りのトラブルに対して建築紛争に精通した弁護士に法律的なアドバイスを受けられる
サービスです。解決に向けてのサポートにご利用ください。
（建築士会員でけんばいの加入事務所様に利用いただけます。）

4月27日
※振替不能の場合は、指定口座へのお振込み

（振込手数料が別途かかります）

3月29日
※振替ができなかった場合は、

4月27日引落

詳細はパンフレット 8ページ をご参照ください。

１．「建築物省エネ法の説明・届出業務に関する補償」を
オプションで補償
建築物省エネ法に基づく説明・届出業務の遂行にあたり法律上の損害賠償責任を負
担することによって被る損害の補償オプションとして加入していただけます。
・本オプションは「法令基準未達補償」にご加入頂いた方のみご加入いただけるオプションです。
・「説明業務に関する補償」または「届出業務に関する補償」どちらか一方をご選択いただいた
場合は「法令基準未達補償の特約保険料の15％（ただし最低保険料5,000円）」、「説明・届出
の両方」を選択頂いた場合「法令基準未達補償の特約保険料の25％（ただし最低保険料
7,500円）」の保険料をお支払いいただきます。

無料法律相談サービス

建築士事務所のトラブル解決をサポート！

● 建築士会「けんばい」の加入事務所様に利用いただけます。
● 原則１回１時間まで無料で利用できます。
　なお利用者が多い場合には回数が制限されることがあります。
● 建築紛争に精通した弁護士が電話相談に対応します。

サービス内容

2．「適合証明業務に関する補償」をオプションで補償

詳細はパンフレット 10ページ をご参照ください。

適合証明業務の業務上の過失が原因で法律上の損害賠償責任を負担することによって
被る損害の補償にオプションとして加入していただけます。
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