
船舶油濁損害賠償保障法に基づく保障契約情報 
Report on the Financial Security Information under the Law on Liability for Oil Pollution Damage, 1975, as amended 
1.船名 

Name of Ship 
 

2.船舶番号又は
信号符字 

Distinctive Number 
or letters, Call Sign 

 
3.ＩＭＯ番号 

IMO Number 
 

4.船舶の国籍 

Flag of State 
 

5.船籍港 

Port of Registry 
 

6.国際総トン数 

Gross Tonnage 
 

7.入港しようとする港名及び予定

日時 

Name of Port and expected date and 
time of entry 

入港港名 
Name of Port 
係留施設名 
Name of Berthing facility 
予定日時 Expected Date and Time 

8.入域しようとする特定海域の位

置及び予定日時 

Entry Position of the Specific Area 
and expected date and time of entry 

入域位置   東京湾 ／ 伊勢湾 ／ 紀伊水道 ／ 豊後水道 ／ 関門海峡 
Entry Position Tokyo Bay / Isewan  / Kii Channel  / Bungo Channel / Kammon Strait 
予定日時 Expected Date and Time 

9.船舶所有者等の氏名又は名称及

び住所並びに電話番号その他の

連絡先 

Name, Address, Telephone and FAX 
number of the shipowner and the 
lessee of the vessel (if any) 

氏名・名称 

Name 
住所 

Address 
電話             ＦＡＸ等 

Telephone           Facsimile 

10.通報者の氏名又は名称及び住所

並びに電話番号その他の連絡先 

Name, Address, Telephone and FAX 
number of the person notifying this 
report 

氏名・名称 

Name 
住所 

Address 
電話             ＦＡＸ等 

Telephone           Facsimile 
11.保障契約締結の有無 

Holder of Financial Security 
有 Yes ／  無 No 

12.保障契約証明書等を有している場合その番号 
Certificate Number (If you posses the certificate issued by MLIT of 
Japan or CLC certificate issued by the contracting States) 

 

イ．保険者の名称 

Name of insurer or guarantor 
 

ロ．保険の証書番号 
ID number of the certificate issued by the insurer or 
guarantor 

 

ハ．保険の有効期間 
Period of insurance or other financial security 

 

ニ．保険が燃料油油濁損害及び船体撤去等の費用を担保してい
るか Whether does financial security cover both bunker oil pollution 
damage and the cost of shipwreck removal or not? 

担保している ／ していない 

 Yes  or    No 

13.保障契約証

明書等を有し

て い な い 場

合、右の事項

に記入 

 
Fill in these items 
(If you do not 
posses the 
certificate 
mentioned in the 
item 12.) 

ホ．保険金額 
Limit amount of insurance 

 

14.過去一年間の
本邦内の港への
入港実績の有無 

Did you enter any 
port in Japan within 
past 1 year ? 

有 Yes 

or 

無 No 

15.本船の 
連絡先 

Contact point 
on board the 
ship 

船舶電話番号 Ship’s telephone 
インマルサット電話番号 INMALSAT telephone 
ＦＡＸ番号 Facsimile 
その他の連絡先 Other method of communication 

注）保障契約証明書等とは保障契約証明書又は一般船舶保障契約証明書、92CLC 条約の締約国である外国が交付した当該船舶について保障契約

が締結されていることを証する同条約の附属書の様式による書面(CLC 証書)、外国が交付した責任条約第７条第１２項に規定する証明書、

のことをいう。 
通報日時(FAX 送信の場合のみ)      

Submitting Date and Time (fill in only in case of fax transmitting)：      


