
弊社業務提携先 登録支援機関様 ご契約の

受入機関（特定技能所属機関）様 限定プラン

特定技能外国人専用
一般的な特定技能外国人向総合保険でカバーできない損害

（業務上の故意または過失により生じた損害）や、失踪に

よる損害を保証する新保証サービスのご案内です。

このパンフレットは記載の身元保証サービスの概要を説明しております。ご契約の際には「個人情報の取り扱いに関する条項」
「保証委託契約条項」及び「身元保証（連帯保証）契約条項」等を必ずご確認ください。なお、ご利用には保証審査がございま
す。詳しくはお問合せください。 【２０２０年６月版】

03-5341-4930
ＴＥＬ〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目28番15号慶和ビル6階

FAX / 03-5341-4933    E-mail / info@mimoto-hosho.com 

身元保証サービス

サービスの特徴

特定技能外国人の にも対応

最大３０万円まで保証（最短１４日後ご入金）

受入企業様
失踪事案

新たな販促ツール（他社との差別化） 登録支援機関様

通常価格より割安な保証料で提供可

日本における就職機会の拡大
特定技能外国人様

就職内定率の向上促進

外国人雇用にも身元保証を付帯

改正民法
完全対応

（１年プランご利用の場合）

初回保証料 金 , 円

技能実習生専用プランからの移行の場合

金 , 円
割
引
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身元保証サービス

- 通常の身元保証サービスとの比較 -

特定技能外国人専用

身元保証サービス
通常の身元保証サービス

特定技能外国人専用
身元保証サービス

失踪事案（※１）

への保証対応

契約成立から３カ月以内に
生じたものに限定して保証
（保証限度額は１万円）

契約期間中
されます

対応雇用形態
正社員・契約社員
パート・アルバイト

正社員・契約社員

保証期間
保証プランに応じて
１年間又は３年間

保証プランに応じて

１年間・２年間・３年間

年間保証限度額
（極度額）

保証プランにより
１５万円～５０万円の範囲

で保証されます

正社員 / 契約社員
一律 ３０万円

初回保証委託料
（外国籍１年プラン）

保証プラン・保証審査結果
に応じて、決定されます
（目安：３万～４万５０００円） 更 に 割 引

被雇用者の雇用契約に基づく労務提供に際し、契約期間中に生じた、被雇用者の行為により雇用主が受けた損害（被雇用者
の労務提供債務の不履行又は不完全履行、被雇用者の故意又は過失によって生じた直接損害）の賠償債務のうち、被雇用者
が雇用主との間の雇用契約、就業規則、その他の社内規定等（以下、「就業規則等」という）に反して、事前に雇用主に通
知することなく連絡が不通となり、何らの退職の意思表示を示さないまま、労務提供債務の不履行を正当な理由なく惹起し、
事実上ないし社会通念上、自己都合による退職と評価せざるを得ない場合（行方不明・失踪等の場合）並びにこれによって
雇用主から解雇処分を受けた場合において、これに起因して雇用主に生じた損害。

※１

特定技能外国人の受入企業様のニーズ･特性にあわせ
大幅な初回保証委託料の減額を実現いたしました。

原則として表記記載の金額を頂戴いたします。但し、保証対象者（被雇用者）様の保証審査の結果、初回保証委託料が増減
する場合が例外的にございますので、予めご了承ください。また技能実習生から特定技能への在留資格が移行する方の場合
更に料金は割引されますので、詳しくはお問い合わせください。

※３

なお本サービスは、身元保証ドットコム株式会社（弊社）と別途、

業務提携を締結して頂いた登録支援機関様を通じて
のみご利用いただける新サービスです。一般企業様からの直接のご利用はできま

せんので、予めご了承ください。

本サービスにおいて、契約社員とは雇用期間の定めのある、有期雇用契約の従業員を言います。※２

（※２）

（※３）
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身元保証サービス

原則として表記金額を頂戴いたします。但し、保証対象者（被雇用者）様の保証審査及び更新時の再審査の結果、初回保証
委託料や更新保証委託料が増減する場合が例外的にございますので、予めご了承ください。また頂戴しました初回保証委託
料・更新保証委託料については、途中解約の申出、雇用契約の中途解約等の理由のいかんにかかわらず、本身元保証サービ
スが途中で解約された場合であってもご返金はできかねますので、予めご了承ください。

※２

特定技能
外国人
専用保証
プラン

保証期間

初回保証委託料

更新保証
委託料

年間保証限度額
（極度額）技能実習からの

移行の場合

左記以外の
特定技能外
国人の場合

３年プラン ３年間 49,700円 69,700円 45,000円

年間３０万円２年プラン ２年間 36,700円 54,700円 30,000円

１年プラン １年間 24,700円 29,700円 15,000円

（※１）

（※２）

更新手続により、保証期間満了後も引き続き同内容の保証サービスをご利用いただけます（なお更新には更新保証委託料の
お支払いや再審査がございます）。

※１

特定技能外国人専用
- 保証プランの概要 -

たくさんのご要望がございました に
お応えした新保証プランです。

技能実習からの移行事案

既に弊社の「外国人技能実習生専用身元保証プラン」（上限５年間）をご利用いただいている場合…

更に初回保証委託料を１万円割引上記保証プラン（※３）から

させていただいた価格にてご利用いただけます！

雇
用
契
約
開
始

１年間
≪ご利用例≫（特定技能外国人専用・１年プラン・更新１回）

特定技能への移行 継続雇用

更新保証委託料
15,000円

初回保証委託料
24,700円

初回保証委託料

14,700円
更新保証委託料

15,000円

合計29,700円で

2年間の身元保証！
（月額換算1,238円）

合計39,700円で

2年間の身元保証
（月額換算1,655円）

本サービスのご利用開始

外国人技能実習生
専用身元保証プラン

ご利用の方

外国人技能実習生
（1号･2号･3号問わず）

１年間技能実習期間

（是非、技能実習生専用プランのご利用もご検討ください）

（※２）

（※３）

技能実習受入企業様と特定技能受入企業様が同一の場合（雇用主に変更がない場合）に限ります。※３
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身元保証サービス

ご契約（身元保証契約成立）までの流れ

右記３点の書類を
身元保証.com（株）まで

メールまたはFAX
にてご送付ください

弊社による保証審査を実施後、承認結果通知書を登録支援機
関様にご通知致します。

弊社から登録支援機関様宛に保証委託契約書兼身元保証契約
書をメール（又は弊社ＨＰよりダウンロード頂けます）させ
て頂きますので、下記のとおり契約手続（ご署名・ご捺印）
をお願い致します。

ご署名・ご捺印が終わりましたら、弊社までご郵送ください。

書類が確認できましたら、弊社からご請求書をお送り致しますので、初回保証
委託料のお支払いをお願い致します。

在留カード（特定技能外国人）

履歴書・職務経歴書
（特定技能外国人）

就業先・就業内容が明らか
になる書類（雇用契約書・求職票等）

① 特定技能所属機関（受入企業）様 のご署名・ご捺印
② 特定技能外国人様のご署名（サイン）

保証委託契約書兼身元保証契約書

【保証審査結果が承認（保証引受可能）の場合】

03-5341-4933

kanri@mimoto-hosho.com

ＦＡＸ
または
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弊社にて上記書類受領後、該当の失踪特定技能外国人の在留カード番
号の失効等により失踪事実を確認致します。確認後、弊社から登録支
援機関様に対し、速やかにご送金日をご通知致します。

特定技能外国人の失踪時の流れ

右記３点の書類を
身元保証.com（株）まで

メールまたはFAX
にてご送付ください

代位弁済請求書（弊社書式）

失踪を明らかにする書類
①行方不明届の写し
（警察署の受理番号が付されたもの）

②受入れ困難に係る届出書の
写し（出入国在留管理庁に提出のもの）

【届出事由：特定技能外国人の失踪・行方不明】

03-5341-4933

kanri@mimoto-hosho.com

ＦＡＸ
または

上記確認後、（通常）１４銀行営業日以内にご送金完了

※

【保証できない主な場合】
（１）特定技能外国人の死亡、通常の退職や帰国等の場合
（２）特定技能外国人の失踪後、弊社の送金手続が完了する前に特定技能外国人

の所在等が明らかになった場合
（３）特定技能外国人の失踪から６０日を経過した後に、失踪の報告（代位弁

済請求書の提出）が弊社になされた場合
（４）当該特定技能外国人の失踪について、登録支援機関様または特定技能所属

機関（受入企業）様に法令違反が確認され、失踪が当該法令違反に起因す
ると客観的に認められる場合（なお、特定技能外国人の失踪について登録
支援機関様または特定技能所属機関（受入企業）様に行政監督官庁からの
調査・監査等が開始された場合には、調査・監査等の結果が通知されるま
で送金を停止する措置を講ずる場合がございます）

※事案により右記書類以外にも失踪の経緯、損害等を明らかに
するため追加の資料のご提供をお願いする場合がございます。
予めご了承ください。

身元保証サービス特定技能外国人専用
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