
海洋保険に 
対する 
答え



環境問題の先頭に立って

海運業は環境に影響を及ぼしていて逆に気候
変動が海運業に跳ね返っています。これは重
要な分野で、業界全体として環境についての
認識を深めるため Shorelineとして支援をし
ているところです。 



海洋保険に対する答え

弊社は、1990年制定の米国油濁法に対する解決策を船
主の方々に対し提供する相互保険会社として創業して以
来、20年余にわたり海洋保険業務に従事しています。今
日弊社は海洋保険の世界で独立系オペレーターとして業
務を拡大していますが、「相互」という精神を持ち続けて
います。弊社の革新的商品は、船主の方々に複雑な海事
慣行に対するソリューションを提供し、現在カバーされて
いないリスクをカバーし、または条件やカバーの範囲を広
げるものです。Shorelineではカバーとは単なる保険商品
ではありません。いずれの商品についてもすばやく責任を
もって、クラス随一のサービスと価格でお届けするのが、
弊社のミッションです。



Shorelineのソリューション

業界をリードする解決策。比類のない
サービス。得られるベストの価格。

COFR保証 

再保険費用で弊社の船主メンバーが米
国海域に入るための賠償資力責任確認
書（COFR）を取得するための固定費用
を保証。

最高限度： 
5億 7,500万米ドル

ワーブルーカード（海洋戦争保険） 

アテネ条約に基づく乗客賠償責任でカ
バーされる旅客船およびフェリーに対
する戦争保険カバーの証拠。EU内の
すべての旗国およびその他の加盟国が
承認。 

ロイズのカバーホルダーとして保険を 
仲介。

最高限度： 
3億 4,000万 SDR



統合犯罪サイバー保険

海洋海運業界においてサイバー攻撃や
犯罪活動により蒙る金銭的損失を、こ
れ 1つで補償する新しい保険です。

ロイズのカバーホルダーとして保険を 
仲介。

最高限度：はすべてのカバーにわたる
損失をまとめた 1つの限度額で示され、
各ポリシーは保険会社が自らのエク
スポージャーを管理できるよう合意し
た年間合計限度の範囲内で処理され 
ます。

ICB 

米国と取引をする船舶に求められる米
国税関・国境警備局の規制要件を満た
す国際キャリアボンド（ICB）。弊社で 
はカナダ国境サービス庁の海洋キャリ
アボンドも取り扱っています。 

非常に効率的なサービスと何処にも負
けない低廉な掛け金。 



業界をリードする解決策 

Shorelineは米国取引に対する先駆的な
海事保険ソリューションをグローバルス
ケールで提供し、さらにその先を行くこと
で知られています。このために弊社の専
門家チームは、海洋再保険のベストのブ
ローカーおよび専門家と連携し、規制当
局とも密接な関係を維持しています。弊
社は保険の管理、仲介および代理のライ
センスを保有し、ロイズのカバーホルダー
として認定されています。弊社ではこの
ような専門性をもとに、必要なときに包
括的な新商品を短時間で適切な保険料
で開発することができます。

他社にはできないサービス

弊社は船主メンバーと長期的な関係を維
持しています。クラス随一のお客さまに
合わせたサービスにはオンライン技術で
のサポートがあり、保険や証明の管理の
伝統なやり方を新しいものにして時間を
節約します。弊社では弊社のメンバーに
影響を及ぼす問題について、特に環境問
題には注意しながら、最新の情報をお知
らせします。



Shoreline本社はバーミューダにあり、
有力保険ブローカー、業界関係者および
船主メンバーとグローバルなネットワーク
を形成しています。弊社では非常に挑戦
的な業界のニーズに対応するために豊富
な専門知識を提供しつつ、常にクライア
ントへのサービスを優先しています。

最も妥当な価格 

Shorelineでは広い分野をカバーしなが
ら、常に求められている価値をご提供で
きるよう努力しています。弊社のソリュー
ションは最小のフリクショナルコストで
提供しています。保険料を最適にコント
ロールするため弊社では再保険会社と常
に対話をしています。費用効率の点では、
弊社は技術を活用してペーパーレスで証
明書を発行し、インタラクティブなクラ
イアントポータルを使い円滑なコミュニ
ケーションを図っています。 



Shorelineのタイムライン

Shorelineはイノベーションと専門性を
もって 20年を超える間、船主メンバーお
よびクライアントにご奉仕してきました。 

1994 
1990年米国油濁法（OPA 90）施行

1995 
Shoreline設立と最初のCOFR発行 
OPA 90に対する直接のレスポンスとし
て、Shoreline Mutual (Bermuda) Ltd
による最初の COFRファシリティーとし
て賠償資力責任確認書（COFR）を原価
でメンバー（被保険者となる船主）に提
供。このファシリティーは Mutual Risk 
Management (MRM)が管理する非営
利法人として運営。

1996
再保険のパイオニア 
ロイズのカトリンの支援を得て、COFR
を取得している弊社のメンバーへの増資
要請リスクを排除し、競争的な費用の
維持と安心を達成。

1997 
Arvak Ltdのグループへの参加 
MRMがArvak（前Skuld）を買収。Arvak
は別法人COFRプロバイダーながらコモ
ンスリップで再保険を継続提供。

2005 
Shoreline10周年
船主のサポート 10年。

Shorelineは世界の船隊の 1/3をカバー 
世界の 1/3を超える外洋船隊に COFR
を提供。

2006 
最初の ICB発行
米国税関国境警備局指令の施行を受け
米国領海に入る前に船員および乗客の
申告および国際キャリアボンド（ICB）取
得が義務化。Shorelineの迅速かつ低
価格なソリューションでシームレスな船
舶運用が可能に。 

2007 
クライアントポータル発表
最初の COFRプロバイダーとしてすべて
がインタラクティブなカバー手配と認証
用オンラインポータルを提供し、デジタ
ル証明のパイオニアに。

2009 
環境意識イニシアチブ開始
テキサス A&M大学地球科学寄附講座
のアンソニー・クナップ博士を船主メン
バー向け当社環境認識イニシアチブの指
導者に任命。石油流出コンティンジェン
シープランから気候変動の産業への影響
まで幅広いトピックをカバー。



2011 
新しい業界リンク
海運分野で最初となる米国沿岸警備隊
との直接オンラインリンクを提供。賠償
責任関連の問題その他の重要事項に関
するフィードバックをメンバーが受け取り
可能に。

2012
ワーブルーカード（海洋戦争保険）の 
ためのロイズ・カバーホルダーおよび 
再保険ファシリティー 
アテネ条約による乗客賠償責任制度で
カバーされる旅客船およびフェリーに
Shoreline乗客ソリューション（SPS）を
提供。このソリューションは EU内のす
べての旗国とその他の加盟国をカバー。

2014 
COFRプログラムを新主体 
Maritime Insurance Solutions Ltd 
(MISL) に円滑移行し現在に至る
リストラにより管理費用を削減。ここで
削減した費用は、再保険費用の削減に
よるものと合わせ、ポリシー保有者配当
プログラムにより長期メンバーに対し還
元。カナダのキャリアボンド第 1号発行。

2015 
Shoreline 20周年
費用効率の一層の向上のためのリストラ。

COFR年間保険料の平均は 
過去最低に
COFR保証レートは毎年確実に低下し、
1995年のほぼ 1/5の 2,000ドルに。 

2016 
カバーするトン数は 2億総トンに 
新たな里程標を達成し、さらに業界イノ
ベーションを推進。 

2017 
ブランド変更 
新しいをブランドを発表。

2018 
犯罪・サイバー総合保険を提供 
すべてを 1つの保険でカバーしたいとい
う海運業界のニーズに対して、現代の海
運オペレーションでの伝統的なリスクと
サイバー犯罪のリスクの両方のカバーす
る保険を発表。

新しいウェブサイトを発表。



数字で見る Shoreline

22
年にわたる事業

海事条約や各国政府の法規に対するソ
リューションを提供し、現代海運業の新
しい課題に対し保険のうえでの回答を見
付けています。

2,200+ 
船主メンバー

船主は世界中にいます。

1/3
世界の船隊でのカバー率

タンカーおよびドライカーゴ船舶の両方
で米国と貿易をする世界の海洋船隊の
1/3に COFRを発行しています。

450 
ICB

米国およびカナダとの貿易のための国際
キャリアボンドを低価格で提供しています。



95% 
マーケットシェア

ロイズのカバーホルダーとしてアテネ条
約による乗客賠償責任制度でカバーさ
れる旅客船およびフェリーにワーブルー
カード（海洋戦争保険）を提供します。

200+ 
ビジネスソース

世界の海洋保険ブローカーをすべて含み
ます。

2億+ 
総トン

良質の積荷をカバーする Shorelineのソ
リューションは総トン数で 2億トンにな
ります。この数字は弊社をクラブとみな
すなら国際 P&Iグループのメンバーリス
トで第 3位となります。

4,700+ 
保護されている船舶

世界で Shorelineの商品でカバーされて
いる船舶数です。



オペレーションを 
海上および港湾の
両方でカバー
T: +1 441 296 2324
F: +1 441 295 8504
www.shoreline.bm


