個人情報の取扱い
個人情報の取扱い

5 補償の重複について
補償内容が同様の他の保険契約等（共済を含む）
に加入されている場合には、補償が重複することがあります。
補償が重複する場合、いずれの契約からも補償されますが、いずれか一方の契約からは保険金が支払われないことがあります。
他の保険契約等の内容をご確認のうえ、
ご契約ください。

2022年1月改定版

当社（アイアル少額短期保険株式会社）は、個人情報の保護が個人の生命・身体・財産の安全に関わる重要な問題であることを深く認識し、個
人の権利・利益の保護およびお客さまの信頼を第一に考え、
「個人情報の保護に関する法律」
（以下、
『 個人情報保護法』）、
「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、その他の法令・ガイドラインを遵守して、機密性・正確性を保持する等、個人情報を
適正に取り扱ってまいります。

1 個人情報の取扱い

6 保険料・保険金額の変更
①保険期間中
収支状況が著しく悪化した場合、当社の定めるところにより保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額を行うことが
あります。また、保険金支払事由が集中して発生し、保険金の支払に支障が生じた場合には、保険金を削減して支払うことが
あります。
②保険契約の更新時
保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと特に認めた場合には、当社の
定めるところにより更新契約について、保険料の増額または保険金額の減額を行うこと、もしくは更新契約の引受を辞退する
ことがあります。

当社における個人情報の取扱いは個人情報保護方針に基づいて行います。
本方針の詳細および最新情報は当社ホームページをご覧ください。
（https://www.air-ins.co.jp/privacy.html）

2 個人情報とは

7 保険料控除

8 経営破たん時の取扱い
当社は、少額短期保険会社であるために保険契約者保護機構へ加入しておりません。当社が経営破たんした場合であっても、
この保険は同機構が行う資金援助等の措置の適用はなく、保険業法第270条の３第２項第１号に規定する同機構の補償対象
契約には該当しません。

9 少額短期保険業者について
少額短期保険業者の業務内容については、契約者等の保護の観点から、保険業法等に基づく各種の規制があります。
①保険期間は２年または１年までと定められています。
②保険金額の限度額は、医療保険等の傷害・疾病にかかる保険は80万円、死亡保険は300万円、損害保険は1,000万円まで
と定められています。
③１被保険者についてお引き受けできるすべての保険の保険金額の限度額は1,000万円となります。ただし、事故発生率の低
い賠償保険については別枠で1,000万円が上限となります。
④１契約者についてお引き受けできるすべての被保険者の保険金額の総額は、上記②③のそれぞれの限度額の100倍が上限
となります。
⑤原則として、当社の他の保険契約に重複してご加入いただくことはできません。

10 保険契約の更新における留意点
「契約概要」に記載されている
「9．
保険契約の更新における留意点」をご確認ください。

当社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。
なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する
（指定紛争解決機関）
「少額短期ほ
けん相談室」をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。

3 個人情報保護管理者

個人情報は、個人情報保護管理者が責任をもって管理するものとします。

台風・ゲリラ豪雨による洪水や、

【個人情報相談窓口】 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7Ｆ
経営企画室 チーフマネージャー

E-mail：info＠air-ins.co.jp

12 支払時情報交換制度

騒じょう等

たつ巻による家財の損害も補償！

4 個人情報の利用目的

転居先への
運送中の事故

①各種保険契約のお引き受け、
ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い ②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提
供（※）、
ご契約の維持管理 ③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 ④その他保険に関連・付随する業務（※）

「盗難」を除く前記事故に
よる引越し運搬中の損害

（※）お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、
グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・
サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。

5 再保険について

当社では、健全な少額短期保険業の確保の必要性から、
リスク分散の一環として、再保険を行うことがあります。
再保険会社における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために、契約内容、請求・支払内容、健康
状態および診断書類等、当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあり、個人情報保護法の施行を機に、新契約申込書・
保険金請求書類等にて、同意をいただくこととしております。
現時点では、米国にある再保険会社に個人情報を提供しており、同社はOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じて
います。また、米国の個人情報保護制度については、個人情報保護委員会のホームページをご覧いただいた上でお申し込みください。
なお、当社は上記以外の日本に支店のない外国の再保険会社に再保険を行うことがありますが、現時点では、再保険会社が未確定であること
により、個人情報を提供する再保険会社の所在国等は特定できておりません。
上記に関する最新の情報については、当社ホームページ「個人情報保護方針」をご確認ください。

6 個人情報の利用・提供について

個人情報は、前述の目的以外には利用・提供しません。前述の目的以外でみなさまの個人情報を利用・提供する場合には、必ず事前にご本人に
通知し、同意をいただいた上で行います。
ただし、裁判所、検察庁、警察等の公的機関から開示・提供を要求された場合に限り、
これに応じる場合があります。

不法侵入があり、自己の費

水災

風災・ひょう災・雪災

火災

賠償の補償条項

7 個人情報を提供しなかった場合に生じる結果について

個人情報の記入は任意ですが、各サービスの実施において、それぞれ必要となる情報をいただかない場合は各々のサービスを受けられない
ことがあります。

8 個人情報の委託について

当社は、利用目的の達成および業務を円滑に進めるために、外部業者に個人情報の一部又は全部の処理を委託することがあります。
（この場
合、安全管理対策の充実した委託先を選定し、かつ安全管理対策を契約において義務付けます）
前記、
４に記載した利用目的およびグループの経営管理のために、親会社である住友生命保険相互会社と当社との間で、以下のとおり個人
データを共同利用します。
個人データの項目：住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内容および事故状況、保
険金支払状況など

10 個人情報の開示等について

補償プランと保険料表

保険料は全国一律（引っ越しても持ち歩けます）

当社は、当社の開示対象個人情報に関し、以下の要請があった場合は本人の確認を行った上で、速やかに対応します。また当社の個人情報の
取り扱いに関する質問、相談にも対応します。ただし、
データの削除については、法的な保管義務に抵触する場合にはご希望に添えない場合が
あります。
①利用目的の通知 ②開示 ③訂正、追加又は削除 ④利用の停止、消去又は第三者への提供

保険期間は1年または2年の更新型

11 個人情報に関する苦情およびお問合せ対応

保険料はコンビニまたは振込払

当社の個人情報に関する苦情およびお問合せは、個人情報相談窓口で承ります。
お問合せの内容により必要な書類提出や質問へのご回答をお願いすることがあります。
申込書の送付先

フォーシーズ カスタマーサポートセンター

お申込みのお問い合わせ

TEL. 0120-17-1143 受付時間 10：00～17：00（土・日・祝も営業）

TEL. 0120-550-378

受付時間 平日午前10：00～午後4：00

保険期間１年
保険期間2年

家財保険（支払限度額）
賠償保険（自己負担額5千円）

家財の保険金額のめやす

4c’
s新橋ビル

引受保険会社 アイアル少額短期保険株式会社
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7Ｆ
お問い合わせ先

一時払保険料

アイアル少額短期保険株式会社

入居者数、年齢による標準世
帯の家財の新価
（再調達価額）
です。
なお、貴金属等は含んでいま
せん。

A プラン

B プラン

円
5,400円

円
7,000円

C プラン

D プラン

円 10,200円
円
8,600円

円 13,000円
円 16,000円
円 19,000円
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1,000 万円

1,000 万円

1,000 万円

家族構成
～29歳
30歳代
40歳～

1名
300
～

〒812-0013 福岡県福岡市博多区
博多駅東1丁目9-5 4c’
s博多ビル
TEL.0120-17-1143
下記ホームページより、
「フォーシーズ返信用宛名ラベル」のダウンロードが
可能です。お手元にフォーシーズ返信用封筒が無い場合、ご活用下さい。
4c’
sホームページ https://www.4cs.co.jp

取扱代理店 フォーシーズ株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋5丁目13-7

補償プラン

世帯主の年齢

当社は、
（社）日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払いまたは、
保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会してお
ります。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、
（社）日本少額短期保険協会ホーム
ページ
（http://www.shougakutanki.jp/）
をご参照ください。

外部からの
物体の落下、
飛来、衝突等

風災・ひょう災・雪災

保険金額

一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
〒104－0032 東京都中央区八丁堀3－12－8－2F
TEL. 0120-82-1144 FAX. 03-3297-0755
受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00
受付日：月曜日から金曜日
（祝日および年末年始休業期間を除く）

家財保険金

（生活あんしん総合保険）

9 グループ会社との共同利用

11 指定紛争解決機関について

家財の補償条項

フォーシーズ火災保険

｢個人情報｣とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる
もの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）
をさします。個人にはお
客様、取引先従業員、当社従業員、株主を含みます。

個人情報保護管理者

この商品の保険料は、保険料控除
（所得控除）
の対象とはなりません。

補償内容
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個人情報の取扱い
個人情報の取扱い

5 補償の重複について
補償内容が同様の他の保険契約等（共済を含む）
に加入されている場合には、補償が重複することがあります。
補償が重複する場合、いずれの契約からも補償されますが、いずれか一方の契約からは保険金が支払われないことがあります。
他の保険契約等の内容をご確認のうえ、
ご契約ください。
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当社（アイアル少額短期保険株式会社）は、個人情報の保護が個人の生命・身体・財産の安全に関わる重要な問題であることを深く認識し、個
人の権利・利益の保護およびお客さまの信頼を第一に考え、
「個人情報の保護に関する法律」
（以下、
『 個人情報保護法』）、
「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、その他の法令・ガイドラインを遵守して、機密性・正確性を保持する等、個人情報を
適正に取り扱ってまいります。

1 個人情報の取扱い

6 保険料・保険金額の変更
①保険期間中
収支状況が著しく悪化した場合、当社の定めるところにより保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額を行うことが
あります。また、保険金支払事由が集中して発生し、保険金の支払に支障が生じた場合には、保険金を削減して支払うことが
あります。
②保険契約の更新時
保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと特に認めた場合には、当社の
定めるところにより更新契約について、保険料の増額または保険金額の減額を行うこと、もしくは更新契約の引受を辞退する
ことがあります。

当社における個人情報の取扱いは個人情報保護方針に基づいて行います。
本方針の詳細および最新情報は当社ホームページをご覧ください。
（https://www.air-ins.co.jp/privacy.html）

2 個人情報とは

7 保険料控除

8 経営破たん時の取扱い
当社は、少額短期保険会社であるために保険契約者保護機構へ加入しておりません。当社が経営破たんした場合であっても、
この保険は同機構が行う資金援助等の措置の適用はなく、保険業法第270条の３第２項第１号に規定する同機構の補償対象
契約には該当しません。

9 少額短期保険業者について
少額短期保険業者の業務内容については、契約者等の保護の観点から、保険業法等に基づく各種の規制があります。
①保険期間は２年または１年までと定められています。
②保険金額の限度額は、医療保険等の傷害・疾病にかかる保険は80万円、死亡保険は300万円、損害保険は1,000万円まで
と定められています。
③１被保険者についてお引き受けできるすべての保険の保険金額の限度額は1,000万円となります。ただし、事故発生率の低
い賠償保険については別枠で1,000万円が上限となります。
④１契約者についてお引き受けできるすべての被保険者の保険金額の総額は、上記②③のそれぞれの限度額の100倍が上限
となります。
⑤原則として、当社の他の保険契約に重複してご加入いただくことはできません。

10 保険契約の更新における留意点
「契約概要」に記載されている
「9．
保険契約の更新における留意点」をご確認ください。

当社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。
なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する
（指定紛争解決機関）
「少額短期ほ
けん相談室」をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。

3 個人情報保護管理者

個人情報は、個人情報保護管理者が責任をもって管理するものとします。

台風・ゲリラ豪雨による洪水や、

【個人情報相談窓口】 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7Ｆ
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12 支払時情報交換制度

騒じょう等

たつ巻による家財の損害も補償！

4 個人情報の利用目的

転居先への
運送中の事故

①各種保険契約のお引き受け、
ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い ②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提
供（※）、
ご契約の維持管理 ③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 ④その他保険に関連・付随する業務（※）

「盗難」を除く前記事故に
よる引越し運搬中の損害

（※）お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、
グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・
サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。

5 再保険について

当社では、健全な少額短期保険業の確保の必要性から、
リスク分散の一環として、再保険を行うことがあります。
再保険会社における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために、契約内容、請求・支払内容、健康
状態および診断書類等、当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあり、個人情報保護法の施行を機に、新契約申込書・
保険金請求書類等にて、同意をいただくこととしております。
現時点では、米国にある再保険会社に個人情報を提供しており、同社はOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じて
います。また、米国の個人情報保護制度については、個人情報保護委員会のホームページをご覧いただいた上でお申し込みください。
なお、当社は上記以外の日本に支店のない外国の再保険会社に再保険を行うことがありますが、現時点では、再保険会社が未確定であること
により、個人情報を提供する再保険会社の所在国等は特定できておりません。
上記に関する最新の情報については、当社ホームページ「個人情報保護方針」をご確認ください。

6 個人情報の利用・提供について

個人情報は、前述の目的以外には利用・提供しません。前述の目的以外でみなさまの個人情報を利用・提供する場合には、必ず事前にご本人に
通知し、同意をいただいた上で行います。
ただし、裁判所、検察庁、警察等の公的機関から開示・提供を要求された場合に限り、
これに応じる場合があります。

不法侵入があり、自己の費

水災

風災・ひょう災・雪災

火災

賠償の補償条項

7 個人情報を提供しなかった場合に生じる結果について

個人情報の記入は任意ですが、各サービスの実施において、それぞれ必要となる情報をいただかない場合は各々のサービスを受けられない
ことがあります。

8 個人情報の委託について

当社は、利用目的の達成および業務を円滑に進めるために、外部業者に個人情報の一部又は全部の処理を委託することがあります。
（この場
合、安全管理対策の充実した委託先を選定し、かつ安全管理対策を契約において義務付けます）
前記、
４に記載した利用目的およびグループの経営管理のために、親会社である住友生命保険相互会社と当社との間で、以下のとおり個人
データを共同利用します。
個人データの項目：住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内容および事故状況、保
険金支払状況など

10 個人情報の開示等について

補償プランと保険料表

保険料は全国一律（引っ越しても持ち歩けます）

当社は、当社の開示対象個人情報に関し、以下の要請があった場合は本人の確認を行った上で、速やかに対応します。また当社の個人情報の
取り扱いに関する質問、相談にも対応します。ただし、
データの削除については、法的な保管義務に抵触する場合にはご希望に添えない場合が
あります。
①利用目的の通知 ②開示 ③訂正、追加又は削除 ④利用の停止、消去又は第三者への提供

保険期間は1年または2年の更新型

11 個人情報に関する苦情およびお問合せ対応

保険料はコンビニまたは振込払

当社の個人情報に関する苦情およびお問合せは、個人情報相談窓口で承ります。
お問合せの内容により必要な書類提出や質問へのご回答をお願いすることがあります。
申込書の送付先

フォーシーズ カスタマーサポートセンター

お申込みのお問い合わせ

TEL. 0120-17-1143 受付時間 10：00～17：00（土・日・祝も営業）

TEL. 0120-550-378

受付時間 平日午前10：00～午後4：00

保険期間１年
保険期間2年

家財保険（支払限度額）
賠償保険（自己負担額5千円）

家財の保険金額のめやす

4c’
s新橋ビル

引受保険会社 アイアル少額短期保険株式会社
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7Ｆ
お問い合わせ先

一時払保険料

アイアル少額短期保険株式会社

入居者数、年齢による標準世
帯の家財の新価
（再調達価額）
です。
なお、貴金属等は含んでいま
せん。

A プラン

B プラン

円
5,400円

円
7,000円

C プラン

D プラン

円 10,200円
円
8,600円

円 13,000円
円 16,000円
円 19,000円
円
10,000円

300 万円

500 万円

700 万円

900 万円

1,000 万円

1,000 万円

1,000 万円

1,000 万円

家族構成
～29歳
30歳代
40歳～

1名
300
～

〒812-0013 福岡県福岡市博多区
博多駅東1丁目9-5 4c’
s博多ビル
TEL.0120-17-1143
下記ホームページより、
「フォーシーズ返信用宛名ラベル」のダウンロードが
可能です。お手元にフォーシーズ返信用封筒が無い場合、ご活用下さい。
4c’
sホームページ https://www.4cs.co.jp

取扱代理店 フォーシーズ株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋5丁目13-7

補償プラン

世帯主の年齢

当社は、
（社）日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払いまたは、
保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会してお
ります。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、
（社）日本少額短期保険協会ホーム
ページ
（http://www.shougakutanki.jp/）
をご参照ください。

外部からの
物体の落下、
飛来、衝突等

風災・ひょう災・雪災

保険金額

一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
〒104－0032 東京都中央区八丁堀3－12－8－2F
TEL. 0120-82-1144 FAX. 03-3297-0755
受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00
受付日：月曜日から金曜日
（祝日および年末年始休業期間を除く）

家財保険金

（生活あんしん総合保険）

9 グループ会社との共同利用

11 指定紛争解決機関について

家財の補償条項

フォーシーズ火災保険

｢個人情報｣とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる
もの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）
をさします。個人にはお
客様、取引先従業員、当社従業員、株主を含みます。

個人情報保護管理者

この商品の保険料は、保険料控除
（所得控除）
の対象とはなりません。

補償内容

500

万円

2名

3名

4名

400～600 万円

400～700 万円

500～700 万円

600～800 万円

700～900 万円

700～900 万円

800 万円～

900 万円～

900 万円～

B183-2201-3
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表面

DIC

592

K

57
CTP

重要事項説明書

お申込み手続きの流れ
お申込み手続きの流れ
（1）補償内容を確認

この「契約概要」
「注意喚起情報」
「個人情報の取扱い」は、ご契約内容に関する重要な事項のうち、特にご注意、ご確
認いただきたい事項を記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容をご了解のうえお申込みください。
なお、この書面は、ご契約内容に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳細は、後日、保険証券
とともにお届けする「ご契約のしおり
（普通保険約款）」をあわせてご覧ください。

当パンフレット・重要事項説明書をお読みになり、保険の内容を十分にご確認ください。
（2）申込書の記入・送付
①「フォーシーズ火災保険

契約申込書」の太枠内を正確にご記入ください。
（１～６）

この「契約概要」は、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要となる事項についてわかりやすく記載したものです。

・申込人氏名が自署の場合は捺印を省略できます。
（法人契約は不可）
②送付先

ご確認ください！
・この保険は、お住まいの住宅内に収容の家財に対する火災や落雷等の事故および賠償責任に備えたい方のご意向に沿った保険です。
・所有されている家財の金額に応じて、複数の販売プランよりご選択いただける保険商品です。

フォーシーズ カスタマーサポートセンター
〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-5

TEL.0120-17-1143

4c’
s博多ビル

1 商品の仕組み

FAX.０１２０-８８-１４４３

（1）
この商品は、賃貸住宅の入居者様向けに日常生活に伴う次のさまざまなリスクについて対応できる保険商品です。
Ⅰ．
家財の補償条項：火災、落雷、竜巻や台風による風水災、水漏れ、盗難事故等の損害に対する補償
Ⅱ．
賠償の補償条項：貸主や他人に対する損害賠償責任の補償
（2）
この商品は、
ご自身のニーズにあった補償プランを１つご選択いただくシンプルな保険商品です。

《ご注意》申込書が保険会社に到着する前の事故は補償されません。

2 保険期間

（3）保険会社より保険証券の発送
（契約の承諾）
当社は、保険契約の申込みを承諾した場合、保険証券をお送りします。

保険期間は１年または２年です。
（原則、契約者から特段の申し出がない場合は、1年または２年ごとに保険契約は更新されます。）

なお、不承諾の場合は、不承諾通知書をお送りします。

3 補償の対象となる方（被保険者）

補償の対象となる方（被保険者）は、保険証券等に記載の被保険者（本人）
とその配偶者、および保険証券等に記載の住宅戸室に
居住する被保険者本人の親族となります。
（別居の親族は対象外）

（4）保険料の払い込み
保険料は、保険始期日の属する月の翌月末
（払込期日）
までに払い込んでください。

4 保険の目的物の範囲（家財の補償条項）

●コンビニ払の場合
保険証券に同封する
「払込取扱票」にて、到着次第、速やかにお手続きください。
●振込払の場合
下記口座あてにお振込ください。
（振込手数料はご契約者負担となります。）
三菱ＵＦＪ銀行

京橋中央支店 （普通）
４５６４２７３

（口座名義人）
アイアル少額短期保険株式会社
《ご注意》払込期日までに保険料の払い込みがない場合は、保険契約は無効となります。

保険の目的物に含まれるもの

保険の目的物に含まれないもの

被保険者が所有し、保険証券等に記載の
住宅戸室内に収容される家財。
ただし、住宅戸室外にあっても、次に掲げ
るものは保険の目的物に含めます。
⑴住宅敷地内の駐輪場に置かれ施錠され
た自転車
（電動アシスト自転車を含みます。）
⑵住宅戸室内のエアコンに接続された
室外機

次に掲げるものは、保険の目的物に含まれません。
⑴建物に取り付けてあるキッチン、浴槽、便器、
ガラス戸等
⑵業務用の什器（じゅうき）
・備品、商品およびこれらに類する物
⑶通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジット
カード、
プリペイドカード、
ローンカード、
電子マネー、
乗車券、
その他これらに類する物
⑷証書（運転免許証、パスポートを含みます。）、帳簿、稿本、設計書、図案、
プログラム、
データ、その他これらに類する物
⑸動物および植物等の生物
⑹自動車等およびその付属品

5 補償内容

10/5
お申込み
（申込書送付）

保険金の種類

保険始期：10月20日
10/7頃

［

代理店
到着

］

10/15頃
保険証券
到着

10/20

保険金を支払う場合（支払事由）
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災

11/30

給排水管や他の戸室からの漏水、放水等による水濡れ
台風や豪雨等による洪水、土砂崩れ等の水災
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等

補償開始
保険料払込期間

(1)家財保険金

騒擾および集団行動に伴う破壊行為
被保険者が転居する際、保険証券記載の住宅戸室から転居先の住宅戸室に運送中に
おいて、上記の事故によって保険の目的物である家財について損害が発生した場合
盗難

支払う保険金の額
(1)修復不可能な場合
同等の物を新たに購入するために必要な金額
(2)修復可能な場合
(1)の額を限度とした修理費用
※1回の事故について、保険証券等に記載の保険金額を
支払限度とします
（ただし、
「転居先への運送中における
事故」については、1回の事故についての支払限度額は
100万円）

保険の目的物ごとに次の額を限度とする損害の額
(1)家財について１個または１組10万円
(2)通貨は10万円、預貯金証書は50万円
※１回の事故について50万円が支払限度額

(2)残存物清掃
費用保険金

損害を受けた保険の目的物の残存物の清掃や搬出が必要な
とき
（家財保険金が支払われた場合）

実費
（家財保険金の５％を限度）

(3)緊急避難
費用保険金

損害によって居住が困難となり、宿泊施設を臨時に使用した
とき
（家財保険金が支払われた場合）

１泊につき5,000円
（１契約の定額）
（事故発生日から30日以内）

(4)近隣見舞
費用保険金

自室から発生した火災によって、近隣の住戸等に損害を与え
たとき
（家財保険金が支払われた場合）

被災世帯数×５万円
（家財保険金の５％を限度）

(5)ドアロック交換
費用保険金

住宅室内に不法侵入があり、被保険者が住宅のドアロックを
交換したとき
（警察に被害の届出をした場合）

同等のドアロックに交換する費用
（３万円を限度）

(6)修理費用
保険金
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中面

保険金を支払う場合（支払事由）

支払う保険金の額

次の偶然な事故に起因して他人の身体に障害ま

次に掲げるものにつき、
１事故につき1,000万円を限度とし

たは財物に損害を与え、被保険者が法律上の損害

て支払います。
（自己負担額5,000円）

賠償責任を負った場合

(1)損害賠償金。ただし、代位取得する物があるときは、
その価額を差し引きます。

①保険証券等に記載の住宅の所有、使用または

(2)被保険者が支出した次の費用

管理に起因する事故

①被保険者が書面にて当社の同意を得て支出した訴訟

②日本国内での日常生活に起因する事故
被保険者の過失による偶然な事故に起因して保

借家人
賠償保険金

険証券等に記載の賃貸住宅に損害を与え、被保険
者が貸主に対する法律上の損害賠償責任を負っ
た場合

住宅戸室に偶然な事故による損害が生じ、被保険者が貸主
との契約に基づき、または緊急的にこれを修理した場合で、
貸主に対する法律上の損害賠償責任を負わないとき
（死亡事故および単なる外観上の損傷等の損害は除く）

実費
（100万円を限度）

10 契約者配当金
契約者配当金はありません。

費用、弁護士報酬、示談交渉に要した費用、仲裁・和解

11 解約および解約返戻金
①契約者は当社に対して書面による通知をもって、
この保険契約を解約することができます。
②保険契約を解約した場合、当社所定の割合により未経過期間に対応する保険料を返還することがあります。

②他人に損害賠償を請求する場合の手続費用
③事故発生時に行った応急手当や護送等の緊急措置費用

注意喚起情報
注意喚起情報

6 保険金を支払わない主な場合（主な免責事由）
□ 契約全体に共通する免責事由
①保険始期日前に生じていた損害
②契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④地震、噴火またはこれらによる津波
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
⑥契約者または被保険者が暴力団員等の反社会的勢力に該当すると認められる場合、
または反社会的勢力と関係を有している場合
（なお、契約締結後にこれらの事実が判明したときには、契約を解除します。）

Ⅰ．
家財の補償条項
①建物や窓などからの、雨・風・ひょう・雪・砂じん等の吹込みまたは漏入（ただし、建物や窓などからの外側の部分が、風災等により破損
し、その破損部分である建物や窓などからの内部への吹込みまたは漏入によって生じた損害を除きます。）
②保険の目的物が、保険証券等に記載の住宅戸室外にある間に生じた事故（「転居先への運送中の事故」を除きます。）
③火災等の事故の際における保険の目的物の紛失または盗難
④（「転居先への運送中の事故」のとき）携帯電話・ノートパソコン等の携帯式電子事務機器、眼鏡・コンタクトレンズ、
ラジコン模型、
ス
キー・スノーボード等に生じた損害

(1)個人賠償保険金固有
①被保険者と被害者との間に損害賠償に関する特別の約定が
ある場合
②被保険者の親族および同居する者に対する損害賠償責任
③被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任
④被保険者が借用していた財物に対して負担する損害賠償責任
⑤航空機、車両、船舶に起因する損害賠償責任

①当社は、保険満期日の２か月前までに、契約者に対して保険の満期と更新の案内をお送りします。
②契約者より、保険満期日の前日までに保険契約を更新しない旨の申し出がない場合、保険契約は更新されます。
なお、当社の判断によって更新契約の引受を行わないことがあります。
③更新後の保険契約の補償プランは、更新前の補償プランと同一となります。
④更新契約の保険料の払込日は、上記「7．
保険料および払込方法」をご確認ください。

または調停に要した費用

この「注意喚起情報」は、
ご契約の際に特にご注意いただきたい事項（お客様の不利益となる場合など）
についてわかりやすく記
載したものです。

1 クーリングオフ（お申し込みの撤回）

保険期間が２年、かつ、個人契約の場合、
ご契約お申し込み後であっても次のとおりご契約申し込みの撤回または解除
（クーリン
グオフ）
ができます。
（保険期間が１年の契約および法人契約はクーリングオフができません。）
クーリングオフは、
ご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から８日以内であれば行うことがで
きます。
クーリングオフをご希望の場合は、上記期間内に
（郵送の場合、8日以内の消印有効）、郵送または電磁的方法（電子メール）
にて
お申し出ください。
クーリングオフされた場合には、本契約は成立しなかったものとし、すでにお支払いいただいた保険料は、速やかにお返しいた
します。
＜申出先＞
（1）郵送の場合：〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7F アイアル少額短期保険株式会社 クーリングオフ係
（2）電子メールの場合：info@air-ins.co.jp

Ⅱ．
賠償の補償条項

Ⅰ．
家財の補償条項

■お申込みから保険料払込までの流れ
申込日：10月5日

保険金の種類

個人
賠償保険金

契約概要
契約概要

・黒のボールペンでご記入ください。

9 保険契約の更新における留意点

Ⅱ．
賠償の補償条項

(2)借家人賠償保険金固有
①被保険者の死亡による損害、被保険者の心神喪失または
指図による損害
②住宅の増改築や取り壊し等の工事による損害
③住宅のキズや汚れなどの外観上の損傷で、機能に直接関係
のない損害
④住宅を貸主等に引き渡した後に発見された損害

7 保険料および払込方法
①保険料は一時払となり、補償プランによって異なります。
②保険料は、保険始期日の属する月の翌月末（払込期日）
までに払い込んでください。
例：保険始期日 １０月２５日の場合 → 払込期日 １１月３０日
なお、更新契約の場合の払込期日は保険始期日の属する月の月末までとなります。
③払込方法は、
コンビニ払または振込払となります。
コンビニ払の場合は、後日、保険証券に同封する振込取扱票が到着次第、速やかにお手続きください。また、振込払の場合は、
下記口座あてに速やかにお振込ください。この場合、振込手数料はご契約者負担となります。
＜振込先＞
三菱ＵＦＪ銀行 京橋中央支店 （普通）
４５６４２７３ （口座名義人）
アイアル少額短期保険株式会社

8 補償プランの変更
補償プランの変更は、保険契約の更新時にのみ行うことができます。
①当社は、契約者より、保険満期日の１か月前までに補償プラン変更の申出を受けた場合、所定の書類をお送りします。
②保険満期日の前日までに①の書類が返送され、当社が承諾した場合は、更新契約より新たな補償プランとなります。

＜記載事項＞
①クーリングオフする旨の記載 ②申出日 ③ご契約者の氏名
（郵送の場合、
押印を含む）
、
住所、
連絡先電話番号
④保険種類・証券番号

2 告知義務と通知義務

①告知義務
契約者または被保険者には、
ご契約時に損害の発生の可能性に関する重要な事項（告知事項）
につき、事実を正確に申し出て
いただく義務（告知義務）
があります。その告知いただいた内容が事実と異なっている場合には、
ご契約が解除されたり、保険
金をお支払いできないことがあります。
②通知義務
ご契約後、次の変更等が生じる場合には、必ず事前に取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、変更後に
生じた事故による損害については、保険金をお支払できないことや、
ご契約を解除させていただくことがあります。
ア）契約者の住所変更
イ）契約者または被保険者本人の死亡
ウ）保険の目的物となる家財の全部を譲渡または移転すること
エ）住宅戸室の種類および所在地の変更

3 補償が開始される日（保険始期日）
保険責任は、保険期間（保険のご契約期間）の初日の午前０時に始まります。保険期間が始まった後であっても、当社が保険料を
領収する前に生じた損害については、保険金を支払いません。

4 保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要」に記載されている
「6．
保険金を支払わない主な場合（主な免責事由）」をご確認ください。

DIC
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重要事項説明書

お申込み手続きの流れ
お申込み手続きの流れ
（1）補償内容を確認

この「契約概要」
「注意喚起情報」
「個人情報の取扱い」は、ご契約内容に関する重要な事項のうち、特にご注意、ご確
認いただきたい事項を記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容をご了解のうえお申込みください。
なお、この書面は、ご契約内容に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳細は、後日、保険証券
とともにお届けする「ご契約のしおり
（普通保険約款）」をあわせてご覧ください。

当パンフレット・重要事項説明書をお読みになり、保険の内容を十分にご確認ください。
（2）申込書の記入・送付
①「フォーシーズ火災保険

契約申込書」の太枠内を正確にご記入ください。
（１～６）

この「契約概要」は、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要となる事項についてわかりやすく記載したものです。

・申込人氏名が自署の場合は捺印を省略できます。
（法人契約は不可）
②送付先

ご確認ください！
・この保険は、お住まいの住宅内に収容の家財に対する火災や落雷等の事故および賠償責任に備えたい方のご意向に沿った保険です。
・所有されている家財の金額に応じて、複数の販売プランよりご選択いただける保険商品です。

フォーシーズ カスタマーサポートセンター
〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-5

TEL.0120-17-1143

4c’
s博多ビル

1 商品の仕組み

FAX.０１２０-８８-１４４３

（1）
この商品は、賃貸住宅の入居者様向けに日常生活に伴う次のさまざまなリスクについて対応できる保険商品です。
Ⅰ．
家財の補償条項：火災、落雷、竜巻や台風による風水災、水漏れ、盗難事故等の損害に対する補償
Ⅱ．
賠償の補償条項：貸主や他人に対する損害賠償責任の補償
（2）
この商品は、
ご自身のニーズにあった補償プランを１つご選択いただくシンプルな保険商品です。

《ご注意》申込書が保険会社に到着する前の事故は補償されません。

2 保険期間

（3）保険会社より保険証券の発送
（契約の承諾）
当社は、保険契約の申込みを承諾した場合、保険証券をお送りします。

保険期間は１年または２年です。
（原則、契約者から特段の申し出がない場合は、1年または２年ごとに保険契約は更新されます。）

なお、不承諾の場合は、不承諾通知書をお送りします。

3 補償の対象となる方（被保険者）

補償の対象となる方（被保険者）は、保険証券等に記載の被保険者（本人）
とその配偶者、および保険証券等に記載の住宅戸室に
居住する被保険者本人の親族となります。
（別居の親族は対象外）

（4）保険料の払い込み
保険料は、保険始期日の属する月の翌月末
（払込期日）
までに払い込んでください。

4 保険の目的物の範囲（家財の補償条項）

●コンビニ払の場合
保険証券に同封する
「払込取扱票」にて、到着次第、速やかにお手続きください。
●振込払の場合
下記口座あてにお振込ください。
（振込手数料はご契約者負担となります。）
三菱ＵＦＪ銀行

京橋中央支店 （普通）
４５６４２７３

（口座名義人）
アイアル少額短期保険株式会社
《ご注意》払込期日までに保険料の払い込みがない場合は、保険契約は無効となります。

保険の目的物に含まれるもの

保険の目的物に含まれないもの

被保険者が所有し、保険証券等に記載の
住宅戸室内に収容される家財。
ただし、住宅戸室外にあっても、次に掲げ
るものは保険の目的物に含めます。
⑴住宅敷地内の駐輪場に置かれ施錠され
た自転車
（電動アシスト自転車を含みます。）
⑵住宅戸室内のエアコンに接続された
室外機

次に掲げるものは、保険の目的物に含まれません。
⑴建物に取り付けてあるキッチン、浴槽、便器、
ガラス戸等
⑵業務用の什器（じゅうき）
・備品、商品およびこれらに類する物
⑶通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジット
カード、
プリペイドカード、
ローンカード、
電子マネー、
乗車券、
その他これらに類する物
⑷証書（運転免許証、パスポートを含みます。）、帳簿、稿本、設計書、図案、
プログラム、
データ、その他これらに類する物
⑸動物および植物等の生物
⑹自動車等およびその付属品

5 補償内容

10/5
お申込み
（申込書送付）

保険金の種類

保険始期：10月20日
10/7頃

［

代理店
到着

］

10/15頃
保険証券
到着

10/20

保険金を支払う場合（支払事由）
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災

11/30

給排水管や他の戸室からの漏水、放水等による水濡れ
台風や豪雨等による洪水、土砂崩れ等の水災
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等

補償開始
保険料払込期間

(1)家財保険金

騒擾および集団行動に伴う破壊行為
被保険者が転居する際、保険証券記載の住宅戸室から転居先の住宅戸室に運送中に
おいて、上記の事故によって保険の目的物である家財について損害が発生した場合
盗難

支払う保険金の額
(1)修復不可能な場合
同等の物を新たに購入するために必要な金額
(2)修復可能な場合
(1)の額を限度とした修理費用
※1回の事故について、保険証券等に記載の保険金額を
支払限度とします
（ただし、
「転居先への運送中における
事故」については、1回の事故についての支払限度額は
100万円）

保険の目的物ごとに次の額を限度とする損害の額
(1)家財について１個または１組10万円
(2)通貨は10万円、預貯金証書は50万円
※１回の事故について50万円が支払限度額

(2)残存物清掃
費用保険金

損害を受けた保険の目的物の残存物の清掃や搬出が必要な
とき
（家財保険金が支払われた場合）

実費
（家財保険金の５％を限度）

(3)緊急避難
費用保険金

損害によって居住が困難となり、宿泊施設を臨時に使用した
とき
（家財保険金が支払われた場合）

１泊につき5,000円
（１契約の定額）
（事故発生日から30日以内）

(4)近隣見舞
費用保険金

自室から発生した火災によって、近隣の住戸等に損害を与え
たとき
（家財保険金が支払われた場合）

被災世帯数×５万円
（家財保険金の５％を限度）

(5)ドアロック交換
費用保険金

住宅室内に不法侵入があり、被保険者が住宅のドアロックを
交換したとき
（警察に被害の届出をした場合）

同等のドアロックに交換する費用
（３万円を限度）

(6)修理費用
保険金

220203_ アイアル保険 フォーシーズ保険
22/03/01（588 × 210）175 線 _ADos

中面

保険金を支払う場合（支払事由）

支払う保険金の額

次の偶然な事故に起因して他人の身体に障害ま

次に掲げるものにつき、
１事故につき1,000万円を限度とし

たは財物に損害を与え、被保険者が法律上の損害

て支払います。
（自己負担額5,000円）

賠償責任を負った場合

(1)損害賠償金。ただし、代位取得する物があるときは、
その価額を差し引きます。

①保険証券等に記載の住宅の所有、使用または

(2)被保険者が支出した次の費用

管理に起因する事故

①被保険者が書面にて当社の同意を得て支出した訴訟

②日本国内での日常生活に起因する事故
被保険者の過失による偶然な事故に起因して保

借家人
賠償保険金

険証券等に記載の賃貸住宅に損害を与え、被保険
者が貸主に対する法律上の損害賠償責任を負っ
た場合

住宅戸室に偶然な事故による損害が生じ、被保険者が貸主
との契約に基づき、または緊急的にこれを修理した場合で、
貸主に対する法律上の損害賠償責任を負わないとき
（死亡事故および単なる外観上の損傷等の損害は除く）

実費
（100万円を限度）

10 契約者配当金
契約者配当金はありません。

費用、弁護士報酬、示談交渉に要した費用、仲裁・和解

11 解約および解約返戻金
①契約者は当社に対して書面による通知をもって、
この保険契約を解約することができます。
②保険契約を解約した場合、当社所定の割合により未経過期間に対応する保険料を返還することがあります。

②他人に損害賠償を請求する場合の手続費用
③事故発生時に行った応急手当や護送等の緊急措置費用

注意喚起情報
注意喚起情報

6 保険金を支払わない主な場合（主な免責事由）
□ 契約全体に共通する免責事由
①保険始期日前に生じていた損害
②契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④地震、噴火またはこれらによる津波
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
⑥契約者または被保険者が暴力団員等の反社会的勢力に該当すると認められる場合、
または反社会的勢力と関係を有している場合
（なお、契約締結後にこれらの事実が判明したときには、契約を解除します。）

Ⅰ．
家財の補償条項
①建物や窓などからの、雨・風・ひょう・雪・砂じん等の吹込みまたは漏入（ただし、建物や窓などからの外側の部分が、風災等により破損
し、その破損部分である建物や窓などからの内部への吹込みまたは漏入によって生じた損害を除きます。）
②保険の目的物が、保険証券等に記載の住宅戸室外にある間に生じた事故（「転居先への運送中の事故」を除きます。）
③火災等の事故の際における保険の目的物の紛失または盗難
④（「転居先への運送中の事故」のとき）携帯電話・ノートパソコン等の携帯式電子事務機器、眼鏡・コンタクトレンズ、
ラジコン模型、
ス
キー・スノーボード等に生じた損害

(1)個人賠償保険金固有
①被保険者と被害者との間に損害賠償に関する特別の約定が
ある場合
②被保険者の親族および同居する者に対する損害賠償責任
③被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任
④被保険者が借用していた財物に対して負担する損害賠償責任
⑤航空機、車両、船舶に起因する損害賠償責任

①当社は、保険満期日の２か月前までに、契約者に対して保険の満期と更新の案内をお送りします。
②契約者より、保険満期日の前日までに保険契約を更新しない旨の申し出がない場合、保険契約は更新されます。
なお、当社の判断によって更新契約の引受を行わないことがあります。
③更新後の保険契約の補償プランは、更新前の補償プランと同一となります。
④更新契約の保険料の払込日は、上記「7．
保険料および払込方法」をご確認ください。

または調停に要した費用

この「注意喚起情報」は、
ご契約の際に特にご注意いただきたい事項（お客様の不利益となる場合など）
についてわかりやすく記
載したものです。

1 クーリングオフ（お申し込みの撤回）

保険期間が２年、かつ、個人契約の場合、
ご契約お申し込み後であっても次のとおりご契約申し込みの撤回または解除
（クーリン
グオフ）
ができます。
（保険期間が１年の契約および法人契約はクーリングオフができません。）
クーリングオフは、
ご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から８日以内であれば行うことがで
きます。
クーリングオフをご希望の場合は、上記期間内に
（郵送の場合、8日以内の消印有効）、郵送または電磁的方法（電子メール）
にて
お申し出ください。
クーリングオフされた場合には、本契約は成立しなかったものとし、すでにお支払いいただいた保険料は、速やかにお返しいた
します。
＜申出先＞
（1）郵送の場合：〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7F アイアル少額短期保険株式会社 クーリングオフ係
（2）電子メールの場合：info@air-ins.co.jp

Ⅱ．
賠償の補償条項

Ⅰ．
家財の補償条項

■お申込みから保険料払込までの流れ
申込日：10月5日

保険金の種類

個人
賠償保険金

契約概要
契約概要

・黒のボールペンでご記入ください。

9 保険契約の更新における留意点

Ⅱ．
賠償の補償条項

(2)借家人賠償保険金固有
①被保険者の死亡による損害、被保険者の心神喪失または
指図による損害
②住宅の増改築や取り壊し等の工事による損害
③住宅のキズや汚れなどの外観上の損傷で、機能に直接関係
のない損害
④住宅を貸主等に引き渡した後に発見された損害

7 保険料および払込方法
①保険料は一時払となり、補償プランによって異なります。
②保険料は、保険始期日の属する月の翌月末（払込期日）
までに払い込んでください。
例：保険始期日 １０月２５日の場合 → 払込期日 １１月３０日
なお、更新契約の場合の払込期日は保険始期日の属する月の月末までとなります。
③払込方法は、
コンビニ払または振込払となります。
コンビニ払の場合は、後日、保険証券に同封する振込取扱票が到着次第、速やかにお手続きください。また、振込払の場合は、
下記口座あてに速やかにお振込ください。この場合、振込手数料はご契約者負担となります。
＜振込先＞
三菱ＵＦＪ銀行 京橋中央支店 （普通）
４５６４２７３ （口座名義人）
アイアル少額短期保険株式会社

8 補償プランの変更
補償プランの変更は、保険契約の更新時にのみ行うことができます。
①当社は、契約者より、保険満期日の１か月前までに補償プラン変更の申出を受けた場合、所定の書類をお送りします。
②保険満期日の前日までに①の書類が返送され、当社が承諾した場合は、更新契約より新たな補償プランとなります。

＜記載事項＞
①クーリングオフする旨の記載 ②申出日 ③ご契約者の氏名
（郵送の場合、
押印を含む）
、
住所、
連絡先電話番号
④保険種類・証券番号

2 告知義務と通知義務

①告知義務
契約者または被保険者には、
ご契約時に損害の発生の可能性に関する重要な事項（告知事項）
につき、事実を正確に申し出て
いただく義務（告知義務）
があります。その告知いただいた内容が事実と異なっている場合には、
ご契約が解除されたり、保険
金をお支払いできないことがあります。
②通知義務
ご契約後、次の変更等が生じる場合には、必ず事前に取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、変更後に
生じた事故による損害については、保険金をお支払できないことや、
ご契約を解除させていただくことがあります。
ア）契約者の住所変更
イ）契約者または被保険者本人の死亡
ウ）保険の目的物となる家財の全部を譲渡または移転すること
エ）住宅戸室の種類および所在地の変更

3 補償が開始される日（保険始期日）
保険責任は、保険期間（保険のご契約期間）の初日の午前０時に始まります。保険期間が始まった後であっても、当社が保険料を
領収する前に生じた損害については、保険金を支払いません。

4 保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要」に記載されている
「6．
保険金を支払わない主な場合（主な免責事由）」をご確認ください。

DIC
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K

57
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重要事項説明書

お申込み手続きの流れ
お申込み手続きの流れ
（1）補償内容を確認

この「契約概要」
「注意喚起情報」
「個人情報の取扱い」は、ご契約内容に関する重要な事項のうち、特にご注意、ご確
認いただきたい事項を記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容をご了解のうえお申込みください。
なお、この書面は、ご契約内容に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳細は、後日、保険証券
とともにお届けする「ご契約のしおり
（普通保険約款）」をあわせてご覧ください。

当パンフレット・重要事項説明書をお読みになり、保険の内容を十分にご確認ください。
（2）申込書の記入・送付
①「フォーシーズ火災保険

契約申込書」の太枠内を正確にご記入ください。
（１～６）

この「契約概要」は、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要となる事項についてわかりやすく記載したものです。

・申込人氏名が自署の場合は捺印を省略できます。
（法人契約は不可）
②送付先

ご確認ください！
・この保険は、お住まいの住宅内に収容の家財に対する火災や落雷等の事故および賠償責任に備えたい方のご意向に沿った保険です。
・所有されている家財の金額に応じて、複数の販売プランよりご選択いただける保険商品です。

フォーシーズ カスタマーサポートセンター
〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-5

TEL.0120-17-1143

4c’
s博多ビル

1 商品の仕組み

FAX.０１２０-８８-１４４３

（1）
この商品は、賃貸住宅の入居者様向けに日常生活に伴う次のさまざまなリスクについて対応できる保険商品です。
Ⅰ．
家財の補償条項：火災、落雷、竜巻や台風による風水災、水漏れ、盗難事故等の損害に対する補償
Ⅱ．
賠償の補償条項：貸主や他人に対する損害賠償責任の補償
（2）
この商品は、
ご自身のニーズにあった補償プランを１つご選択いただくシンプルな保険商品です。

《ご注意》申込書が保険会社に到着する前の事故は補償されません。

2 保険期間

（3）保険会社より保険証券の発送
（契約の承諾）
当社は、保険契約の申込みを承諾した場合、保険証券をお送りします。

保険期間は１年または２年です。
（原則、契約者から特段の申し出がない場合は、1年または２年ごとに保険契約は更新されます。）

なお、不承諾の場合は、不承諾通知書をお送りします。

3 補償の対象となる方（被保険者）

補償の対象となる方（被保険者）は、保険証券等に記載の被保険者（本人）
とその配偶者、および保険証券等に記載の住宅戸室に
居住する被保険者本人の親族となります。
（別居の親族は対象外）

（4）保険料の払い込み
保険料は、保険始期日の属する月の翌月末
（払込期日）
までに払い込んでください。

4 保険の目的物の範囲（家財の補償条項）

●コンビニ払の場合
保険証券に同封する
「払込取扱票」にて、到着次第、速やかにお手続きください。
●振込払の場合
下記口座あてにお振込ください。
（振込手数料はご契約者負担となります。）
三菱ＵＦＪ銀行

京橋中央支店 （普通）
４５６４２７３

（口座名義人）
アイアル少額短期保険株式会社
《ご注意》払込期日までに保険料の払い込みがない場合は、保険契約は無効となります。

保険の目的物に含まれるもの

保険の目的物に含まれないもの

被保険者が所有し、保険証券等に記載の
住宅戸室内に収容される家財。
ただし、住宅戸室外にあっても、次に掲げ
るものは保険の目的物に含めます。
⑴住宅敷地内の駐輪場に置かれ施錠され
た自転車
（電動アシスト自転車を含みます。）
⑵住宅戸室内のエアコンに接続された
室外機

次に掲げるものは、保険の目的物に含まれません。
⑴建物に取り付けてあるキッチン、浴槽、便器、
ガラス戸等
⑵業務用の什器（じゅうき）
・備品、商品およびこれらに類する物
⑶通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジット
カード、
プリペイドカード、
ローンカード、
電子マネー、
乗車券、
その他これらに類する物
⑷証書（運転免許証、パスポートを含みます。）、帳簿、稿本、設計書、図案、
プログラム、
データ、その他これらに類する物
⑸動物および植物等の生物
⑹自動車等およびその付属品

5 補償内容

10/5
お申込み
（申込書送付）

保険金の種類

保険始期：10月20日
10/7頃

［

代理店
到着

］

10/15頃
保険証券
到着

10/20

保険金を支払う場合（支払事由）
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災

11/30

給排水管や他の戸室からの漏水、放水等による水濡れ
台風や豪雨等による洪水、土砂崩れ等の水災
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等

補償開始
保険料払込期間

(1)家財保険金

騒擾および集団行動に伴う破壊行為
被保険者が転居する際、保険証券記載の住宅戸室から転居先の住宅戸室に運送中に
おいて、上記の事故によって保険の目的物である家財について損害が発生した場合
盗難

支払う保険金の額
(1)修復不可能な場合
同等の物を新たに購入するために必要な金額
(2)修復可能な場合
(1)の額を限度とした修理費用
※1回の事故について、保険証券等に記載の保険金額を
支払限度とします
（ただし、
「転居先への運送中における
事故」については、1回の事故についての支払限度額は
100万円）

保険の目的物ごとに次の額を限度とする損害の額
(1)家財について１個または１組10万円
(2)通貨は10万円、預貯金証書は50万円
※１回の事故について50万円が支払限度額

(2)残存物清掃
費用保険金

損害を受けた保険の目的物の残存物の清掃や搬出が必要な
とき
（家財保険金が支払われた場合）

実費
（家財保険金の５％を限度）

(3)緊急避難
費用保険金

損害によって居住が困難となり、宿泊施設を臨時に使用した
とき
（家財保険金が支払われた場合）

１泊につき5,000円
（１契約の定額）
（事故発生日から30日以内）

(4)近隣見舞
費用保険金

自室から発生した火災によって、近隣の住戸等に損害を与え
たとき
（家財保険金が支払われた場合）

被災世帯数×５万円
（家財保険金の５％を限度）

(5)ドアロック交換
費用保険金

住宅室内に不法侵入があり、被保険者が住宅のドアロックを
交換したとき
（警察に被害の届出をした場合）

同等のドアロックに交換する費用
（３万円を限度）

(6)修理費用
保険金

220203_ アイアル保険 フォーシーズ保険
22/03/01（588 × 210）175 線 _ADos

中面

保険金を支払う場合（支払事由）

支払う保険金の額

次の偶然な事故に起因して他人の身体に障害ま

次に掲げるものにつき、
１事故につき1,000万円を限度とし

たは財物に損害を与え、被保険者が法律上の損害

て支払います。
（自己負担額5,000円）

賠償責任を負った場合

(1)損害賠償金。ただし、代位取得する物があるときは、
その価額を差し引きます。

①保険証券等に記載の住宅の所有、使用または

(2)被保険者が支出した次の費用

管理に起因する事故

①被保険者が書面にて当社の同意を得て支出した訴訟

②日本国内での日常生活に起因する事故
被保険者の過失による偶然な事故に起因して保

借家人
賠償保険金

険証券等に記載の賃貸住宅に損害を与え、被保険
者が貸主に対する法律上の損害賠償責任を負っ
た場合

住宅戸室に偶然な事故による損害が生じ、被保険者が貸主
との契約に基づき、または緊急的にこれを修理した場合で、
貸主に対する法律上の損害賠償責任を負わないとき
（死亡事故および単なる外観上の損傷等の損害は除く）

実費
（100万円を限度）

10 契約者配当金
契約者配当金はありません。

費用、弁護士報酬、示談交渉に要した費用、仲裁・和解

11 解約および解約返戻金
①契約者は当社に対して書面による通知をもって、
この保険契約を解約することができます。
②保険契約を解約した場合、当社所定の割合により未経過期間に対応する保険料を返還することがあります。

②他人に損害賠償を請求する場合の手続費用
③事故発生時に行った応急手当や護送等の緊急措置費用

注意喚起情報
注意喚起情報

6 保険金を支払わない主な場合（主な免責事由）
□ 契約全体に共通する免責事由
①保険始期日前に生じていた損害
②契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④地震、噴火またはこれらによる津波
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
⑥契約者または被保険者が暴力団員等の反社会的勢力に該当すると認められる場合、
または反社会的勢力と関係を有している場合
（なお、契約締結後にこれらの事実が判明したときには、契約を解除します。）

Ⅰ．
家財の補償条項
①建物や窓などからの、雨・風・ひょう・雪・砂じん等の吹込みまたは漏入（ただし、建物や窓などからの外側の部分が、風災等により破損
し、その破損部分である建物や窓などからの内部への吹込みまたは漏入によって生じた損害を除きます。）
②保険の目的物が、保険証券等に記載の住宅戸室外にある間に生じた事故（「転居先への運送中の事故」を除きます。）
③火災等の事故の際における保険の目的物の紛失または盗難
④（「転居先への運送中の事故」のとき）携帯電話・ノートパソコン等の携帯式電子事務機器、眼鏡・コンタクトレンズ、
ラジコン模型、
ス
キー・スノーボード等に生じた損害

(1)個人賠償保険金固有
①被保険者と被害者との間に損害賠償に関する特別の約定が
ある場合
②被保険者の親族および同居する者に対する損害賠償責任
③被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任
④被保険者が借用していた財物に対して負担する損害賠償責任
⑤航空機、車両、船舶に起因する損害賠償責任

①当社は、保険満期日の２か月前までに、契約者に対して保険の満期と更新の案内をお送りします。
②契約者より、保険満期日の前日までに保険契約を更新しない旨の申し出がない場合、保険契約は更新されます。
なお、当社の判断によって更新契約の引受を行わないことがあります。
③更新後の保険契約の補償プランは、更新前の補償プランと同一となります。
④更新契約の保険料の払込日は、上記「7．
保険料および払込方法」をご確認ください。

または調停に要した費用

この「注意喚起情報」は、
ご契約の際に特にご注意いただきたい事項（お客様の不利益となる場合など）
についてわかりやすく記
載したものです。

1 クーリングオフ（お申し込みの撤回）

保険期間が２年、かつ、個人契約の場合、
ご契約お申し込み後であっても次のとおりご契約申し込みの撤回または解除
（クーリン
グオフ）
ができます。
（保険期間が１年の契約および法人契約はクーリングオフができません。）
クーリングオフは、
ご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から８日以内であれば行うことがで
きます。
クーリングオフをご希望の場合は、上記期間内に
（郵送の場合、8日以内の消印有効）、郵送または電磁的方法（電子メール）
にて
お申し出ください。
クーリングオフされた場合には、本契約は成立しなかったものとし、すでにお支払いいただいた保険料は、速やかにお返しいた
します。
＜申出先＞
（1）郵送の場合：〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7F アイアル少額短期保険株式会社 クーリングオフ係
（2）電子メールの場合：info@air-ins.co.jp

Ⅱ．
賠償の補償条項

Ⅰ．
家財の補償条項

■お申込みから保険料払込までの流れ
申込日：10月5日

保険金の種類

個人
賠償保険金

契約概要
契約概要

・黒のボールペンでご記入ください。

9 保険契約の更新における留意点

Ⅱ．
賠償の補償条項

(2)借家人賠償保険金固有
①被保険者の死亡による損害、被保険者の心神喪失または
指図による損害
②住宅の増改築や取り壊し等の工事による損害
③住宅のキズや汚れなどの外観上の損傷で、機能に直接関係
のない損害
④住宅を貸主等に引き渡した後に発見された損害

7 保険料および払込方法
①保険料は一時払となり、補償プランによって異なります。
②保険料は、保険始期日の属する月の翌月末（払込期日）
までに払い込んでください。
例：保険始期日 １０月２５日の場合 → 払込期日 １１月３０日
なお、更新契約の場合の払込期日は保険始期日の属する月の月末までとなります。
③払込方法は、
コンビニ払または振込払となります。
コンビニ払の場合は、後日、保険証券に同封する振込取扱票が到着次第、速やかにお手続きください。また、振込払の場合は、
下記口座あてに速やかにお振込ください。この場合、振込手数料はご契約者負担となります。
＜振込先＞
三菱ＵＦＪ銀行 京橋中央支店 （普通）
４５６４２７３ （口座名義人）
アイアル少額短期保険株式会社

8 補償プランの変更
補償プランの変更は、保険契約の更新時にのみ行うことができます。
①当社は、契約者より、保険満期日の１か月前までに補償プラン変更の申出を受けた場合、所定の書類をお送りします。
②保険満期日の前日までに①の書類が返送され、当社が承諾した場合は、更新契約より新たな補償プランとなります。

＜記載事項＞
①クーリングオフする旨の記載 ②申出日 ③ご契約者の氏名
（郵送の場合、
押印を含む）
、
住所、
連絡先電話番号
④保険種類・証券番号

2 告知義務と通知義務

①告知義務
契約者または被保険者には、
ご契約時に損害の発生の可能性に関する重要な事項（告知事項）
につき、事実を正確に申し出て
いただく義務（告知義務）
があります。その告知いただいた内容が事実と異なっている場合には、
ご契約が解除されたり、保険
金をお支払いできないことがあります。
②通知義務
ご契約後、次の変更等が生じる場合には、必ず事前に取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、変更後に
生じた事故による損害については、保険金をお支払できないことや、
ご契約を解除させていただくことがあります。
ア）契約者の住所変更
イ）契約者または被保険者本人の死亡
ウ）保険の目的物となる家財の全部を譲渡または移転すること
エ）住宅戸室の種類および所在地の変更

3 補償が開始される日（保険始期日）
保険責任は、保険期間（保険のご契約期間）の初日の午前０時に始まります。保険期間が始まった後であっても、当社が保険料を
領収する前に生じた損害については、保険金を支払いません。

4 保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要」に記載されている
「6．
保険金を支払わない主な場合（主な免責事由）」をご確認ください。

DIC
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K

57
CTP

重要事項説明書

お申込み手続きの流れ
お申込み手続きの流れ
（1）補償内容を確認

この「契約概要」
「注意喚起情報」
「個人情報の取扱い」は、ご契約内容に関する重要な事項のうち、特にご注意、ご確
認いただきたい事項を記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容をご了解のうえお申込みください。
なお、この書面は、ご契約内容に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳細は、後日、保険証券
とともにお届けする「ご契約のしおり
（普通保険約款）」をあわせてご覧ください。

当パンフレット・重要事項説明書をお読みになり、保険の内容を十分にご確認ください。
（2）申込書の記入・送付
①「フォーシーズ火災保険

契約申込書」の太枠内を正確にご記入ください。
（１～６）

この「契約概要」は、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要となる事項についてわかりやすく記載したものです。

・申込人氏名が自署の場合は捺印を省略できます。
（法人契約は不可）
②送付先

ご確認ください！
・この保険は、お住まいの住宅内に収容の家財に対する火災や落雷等の事故および賠償責任に備えたい方のご意向に沿った保険です。
・所有されている家財の金額に応じて、複数の販売プランよりご選択いただける保険商品です。

フォーシーズ カスタマーサポートセンター
〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-5

TEL.0120-17-1143

4c’
s博多ビル

1 商品の仕組み

FAX.０１２０-８８-１４４３

（1）
この商品は、賃貸住宅の入居者様向けに日常生活に伴う次のさまざまなリスクについて対応できる保険商品です。
Ⅰ．
家財の補償条項：火災、落雷、竜巻や台風による風水災、水漏れ、盗難事故等の損害に対する補償
Ⅱ．
賠償の補償条項：貸主や他人に対する損害賠償責任の補償
（2）
この商品は、
ご自身のニーズにあった補償プランを１つご選択いただくシンプルな保険商品です。

《ご注意》申込書が保険会社に到着する前の事故は補償されません。

2 保険期間

（3）保険会社より保険証券の発送
（契約の承諾）
当社は、保険契約の申込みを承諾した場合、保険証券をお送りします。

保険期間は１年または２年です。
（原則、契約者から特段の申し出がない場合は、1年または２年ごとに保険契約は更新されます。）

なお、不承諾の場合は、不承諾通知書をお送りします。

3 補償の対象となる方（被保険者）

補償の対象となる方（被保険者）は、保険証券等に記載の被保険者（本人）
とその配偶者、および保険証券等に記載の住宅戸室に
居住する被保険者本人の親族となります。
（別居の親族は対象外）

（4）保険料の払い込み
保険料は、保険始期日の属する月の翌月末
（払込期日）
までに払い込んでください。

4 保険の目的物の範囲（家財の補償条項）

●コンビニ払の場合
保険証券に同封する
「払込取扱票」にて、到着次第、速やかにお手続きください。
●振込払の場合
下記口座あてにお振込ください。
（振込手数料はご契約者負担となります。）
三菱ＵＦＪ銀行

京橋中央支店 （普通）
４５６４２７３

（口座名義人）
アイアル少額短期保険株式会社
《ご注意》払込期日までに保険料の払い込みがない場合は、保険契約は無効となります。

保険の目的物に含まれるもの

保険の目的物に含まれないもの

被保険者が所有し、保険証券等に記載の
住宅戸室内に収容される家財。
ただし、住宅戸室外にあっても、次に掲げ
るものは保険の目的物に含めます。
⑴住宅敷地内の駐輪場に置かれ施錠され
た自転車
（電動アシスト自転車を含みます。）
⑵住宅戸室内のエアコンに接続された
室外機

次に掲げるものは、保険の目的物に含まれません。
⑴建物に取り付けてあるキッチン、浴槽、便器、
ガラス戸等
⑵業務用の什器（じゅうき）
・備品、商品およびこれらに類する物
⑶通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジット
カード、
プリペイドカード、
ローンカード、
電子マネー、
乗車券、
その他これらに類する物
⑷証書（運転免許証、パスポートを含みます。）、帳簿、稿本、設計書、図案、
プログラム、
データ、その他これらに類する物
⑸動物および植物等の生物
⑹自動車等およびその付属品

5 補償内容

10/5
お申込み
（申込書送付）

保険金の種類

保険始期：10月20日
10/7頃

［

代理店
到着

］

10/15頃
保険証券
到着

10/20

保険金を支払う場合（支払事由）
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災

11/30

給排水管や他の戸室からの漏水、放水等による水濡れ
台風や豪雨等による洪水、土砂崩れ等の水災
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等

補償開始
保険料払込期間

(1)家財保険金

騒擾および集団行動に伴う破壊行為
被保険者が転居する際、保険証券記載の住宅戸室から転居先の住宅戸室に運送中に
おいて、上記の事故によって保険の目的物である家財について損害が発生した場合
盗難

支払う保険金の額
(1)修復不可能な場合
同等の物を新たに購入するために必要な金額
(2)修復可能な場合
(1)の額を限度とした修理費用
※1回の事故について、保険証券等に記載の保険金額を
支払限度とします
（ただし、
「転居先への運送中における
事故」については、1回の事故についての支払限度額は
100万円）

保険の目的物ごとに次の額を限度とする損害の額
(1)家財について１個または１組10万円
(2)通貨は10万円、預貯金証書は50万円
※１回の事故について50万円が支払限度額

(2)残存物清掃
費用保険金

損害を受けた保険の目的物の残存物の清掃や搬出が必要な
とき
（家財保険金が支払われた場合）

実費
（家財保険金の５％を限度）

(3)緊急避難
費用保険金

損害によって居住が困難となり、宿泊施設を臨時に使用した
とき
（家財保険金が支払われた場合）

１泊につき5,000円
（１契約の定額）
（事故発生日から30日以内）

(4)近隣見舞
費用保険金

自室から発生した火災によって、近隣の住戸等に損害を与え
たとき
（家財保険金が支払われた場合）

被災世帯数×５万円
（家財保険金の５％を限度）

(5)ドアロック交換
費用保険金

住宅室内に不法侵入があり、被保険者が住宅のドアロックを
交換したとき
（警察に被害の届出をした場合）

同等のドアロックに交換する費用
（３万円を限度）

(6)修理費用
保険金

220203_ アイアル保険 フォーシーズ保険
22/03/01（588 × 210）175 線 _ADos

中面

保険金を支払う場合（支払事由）

支払う保険金の額

次の偶然な事故に起因して他人の身体に障害ま

次に掲げるものにつき、
１事故につき1,000万円を限度とし

たは財物に損害を与え、被保険者が法律上の損害

て支払います。
（自己負担額5,000円）

賠償責任を負った場合

(1)損害賠償金。ただし、代位取得する物があるときは、
その価額を差し引きます。

①保険証券等に記載の住宅の所有、使用または

(2)被保険者が支出した次の費用

管理に起因する事故

①被保険者が書面にて当社の同意を得て支出した訴訟

②日本国内での日常生活に起因する事故
被保険者の過失による偶然な事故に起因して保

借家人
賠償保険金

険証券等に記載の賃貸住宅に損害を与え、被保険
者が貸主に対する法律上の損害賠償責任を負っ
た場合

住宅戸室に偶然な事故による損害が生じ、被保険者が貸主
との契約に基づき、または緊急的にこれを修理した場合で、
貸主に対する法律上の損害賠償責任を負わないとき
（死亡事故および単なる外観上の損傷等の損害は除く）

実費
（100万円を限度）

10 契約者配当金
契約者配当金はありません。

費用、弁護士報酬、示談交渉に要した費用、仲裁・和解

11 解約および解約返戻金
①契約者は当社に対して書面による通知をもって、
この保険契約を解約することができます。
②保険契約を解約した場合、当社所定の割合により未経過期間に対応する保険料を返還することがあります。

②他人に損害賠償を請求する場合の手続費用
③事故発生時に行った応急手当や護送等の緊急措置費用

注意喚起情報
注意喚起情報

6 保険金を支払わない主な場合（主な免責事由）
□ 契約全体に共通する免責事由
①保険始期日前に生じていた損害
②契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④地震、噴火またはこれらによる津波
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
⑥契約者または被保険者が暴力団員等の反社会的勢力に該当すると認められる場合、
または反社会的勢力と関係を有している場合
（なお、契約締結後にこれらの事実が判明したときには、契約を解除します。）

Ⅰ．
家財の補償条項
①建物や窓などからの、雨・風・ひょう・雪・砂じん等の吹込みまたは漏入（ただし、建物や窓などからの外側の部分が、風災等により破損
し、その破損部分である建物や窓などからの内部への吹込みまたは漏入によって生じた損害を除きます。）
②保険の目的物が、保険証券等に記載の住宅戸室外にある間に生じた事故（「転居先への運送中の事故」を除きます。）
③火災等の事故の際における保険の目的物の紛失または盗難
④（「転居先への運送中の事故」のとき）携帯電話・ノートパソコン等の携帯式電子事務機器、眼鏡・コンタクトレンズ、
ラジコン模型、
ス
キー・スノーボード等に生じた損害

(1)個人賠償保険金固有
①被保険者と被害者との間に損害賠償に関する特別の約定が
ある場合
②被保険者の親族および同居する者に対する損害賠償責任
③被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任
④被保険者が借用していた財物に対して負担する損害賠償責任
⑤航空機、車両、船舶に起因する損害賠償責任

①当社は、保険満期日の２か月前までに、契約者に対して保険の満期と更新の案内をお送りします。
②契約者より、保険満期日の前日までに保険契約を更新しない旨の申し出がない場合、保険契約は更新されます。
なお、当社の判断によって更新契約の引受を行わないことがあります。
③更新後の保険契約の補償プランは、更新前の補償プランと同一となります。
④更新契約の保険料の払込日は、上記「7．
保険料および払込方法」をご確認ください。

または調停に要した費用

この「注意喚起情報」は、
ご契約の際に特にご注意いただきたい事項（お客様の不利益となる場合など）
についてわかりやすく記
載したものです。

1 クーリングオフ（お申し込みの撤回）

保険期間が２年、かつ、個人契約の場合、
ご契約お申し込み後であっても次のとおりご契約申し込みの撤回または解除
（クーリン
グオフ）
ができます。
（保険期間が１年の契約および法人契約はクーリングオフができません。）
クーリングオフは、
ご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から８日以内であれば行うことがで
きます。
クーリングオフをご希望の場合は、上記期間内に
（郵送の場合、8日以内の消印有効）、郵送または電磁的方法（電子メール）
にて
お申し出ください。
クーリングオフされた場合には、本契約は成立しなかったものとし、すでにお支払いいただいた保険料は、速やかにお返しいた
します。
＜申出先＞
（1）郵送の場合：〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7F アイアル少額短期保険株式会社 クーリングオフ係
（2）電子メールの場合：info@air-ins.co.jp

Ⅱ．
賠償の補償条項

Ⅰ．
家財の補償条項

■お申込みから保険料払込までの流れ
申込日：10月5日

保険金の種類

個人
賠償保険金

契約概要
契約概要

・黒のボールペンでご記入ください。

9 保険契約の更新における留意点

Ⅱ．
賠償の補償条項

(2)借家人賠償保険金固有
①被保険者の死亡による損害、被保険者の心神喪失または
指図による損害
②住宅の増改築や取り壊し等の工事による損害
③住宅のキズや汚れなどの外観上の損傷で、機能に直接関係
のない損害
④住宅を貸主等に引き渡した後に発見された損害

7 保険料および払込方法
①保険料は一時払となり、補償プランによって異なります。
②保険料は、保険始期日の属する月の翌月末（払込期日）
までに払い込んでください。
例：保険始期日 １０月２５日の場合 → 払込期日 １１月３０日
なお、更新契約の場合の払込期日は保険始期日の属する月の月末までとなります。
③払込方法は、
コンビニ払または振込払となります。
コンビニ払の場合は、後日、保険証券に同封する振込取扱票が到着次第、速やかにお手続きください。また、振込払の場合は、
下記口座あてに速やかにお振込ください。この場合、振込手数料はご契約者負担となります。
＜振込先＞
三菱ＵＦＪ銀行 京橋中央支店 （普通）
４５６４２７３ （口座名義人）
アイアル少額短期保険株式会社

8 補償プランの変更
補償プランの変更は、保険契約の更新時にのみ行うことができます。
①当社は、契約者より、保険満期日の１か月前までに補償プラン変更の申出を受けた場合、所定の書類をお送りします。
②保険満期日の前日までに①の書類が返送され、当社が承諾した場合は、更新契約より新たな補償プランとなります。

＜記載事項＞
①クーリングオフする旨の記載 ②申出日 ③ご契約者の氏名
（郵送の場合、
押印を含む）
、
住所、
連絡先電話番号
④保険種類・証券番号

2 告知義務と通知義務

①告知義務
契約者または被保険者には、
ご契約時に損害の発生の可能性に関する重要な事項（告知事項）
につき、事実を正確に申し出て
いただく義務（告知義務）
があります。その告知いただいた内容が事実と異なっている場合には、
ご契約が解除されたり、保険
金をお支払いできないことがあります。
②通知義務
ご契約後、次の変更等が生じる場合には、必ず事前に取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、変更後に
生じた事故による損害については、保険金をお支払できないことや、
ご契約を解除させていただくことがあります。
ア）契約者の住所変更
イ）契約者または被保険者本人の死亡
ウ）保険の目的物となる家財の全部を譲渡または移転すること
エ）住宅戸室の種類および所在地の変更

3 補償が開始される日（保険始期日）
保険責任は、保険期間（保険のご契約期間）の初日の午前０時に始まります。保険期間が始まった後であっても、当社が保険料を
領収する前に生じた損害については、保険金を支払いません。

4 保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要」に記載されている
「6．
保険金を支払わない主な場合（主な免責事由）」をご確認ください。
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個人情報の取扱い
個人情報の取扱い

5 補償の重複について
補償内容が同様の他の保険契約等（共済を含む）
に加入されている場合には、補償が重複することがあります。
補償が重複する場合、いずれの契約からも補償されますが、いずれか一方の契約からは保険金が支払われないことがあります。
他の保険契約等の内容をご確認のうえ、
ご契約ください。

2022年1月改定版

当社（アイアル少額短期保険株式会社）は、個人情報の保護が個人の生命・身体・財産の安全に関わる重要な問題であることを深く認識し、個
人の権利・利益の保護およびお客さまの信頼を第一に考え、
「個人情報の保護に関する法律」
（以下、
『 個人情報保護法』）、
「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、その他の法令・ガイドラインを遵守して、機密性・正確性を保持する等、個人情報を
適正に取り扱ってまいります。

1 個人情報の取扱い

6 保険料・保険金額の変更
①保険期間中
収支状況が著しく悪化した場合、当社の定めるところにより保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額を行うことが
あります。また、保険金支払事由が集中して発生し、保険金の支払に支障が生じた場合には、保険金を削減して支払うことが
あります。
②保険契約の更新時
保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと特に認めた場合には、当社の
定めるところにより更新契約について、保険料の増額または保険金額の減額を行うこと、もしくは更新契約の引受を辞退する
ことがあります。

当社における個人情報の取扱いは個人情報保護方針に基づいて行います。
本方針の詳細および最新情報は当社ホームページをご覧ください。
（https://www.air-ins.co.jp/privacy.html）

2 個人情報とは

7 保険料控除

8 経営破たん時の取扱い
当社は、少額短期保険会社であるために保険契約者保護機構へ加入しておりません。当社が経営破たんした場合であっても、
この保険は同機構が行う資金援助等の措置の適用はなく、保険業法第270条の３第２項第１号に規定する同機構の補償対象
契約には該当しません。

9 少額短期保険業者について
少額短期保険業者の業務内容については、契約者等の保護の観点から、保険業法等に基づく各種の規制があります。
①保険期間は２年または１年までと定められています。
②保険金額の限度額は、医療保険等の傷害・疾病にかかる保険は80万円、死亡保険は300万円、損害保険は1,000万円まで
と定められています。
③１被保険者についてお引き受けできるすべての保険の保険金額の限度額は1,000万円となります。ただし、事故発生率の低
い賠償保険については別枠で1,000万円が上限となります。
④１契約者についてお引き受けできるすべての被保険者の保険金額の総額は、上記②③のそれぞれの限度額の100倍が上限
となります。
⑤原則として、当社の他の保険契約に重複してご加入いただくことはできません。

10 保険契約の更新における留意点
「契約概要」に記載されている
「9．
保険契約の更新における留意点」をご確認ください。

当社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。
なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する
（指定紛争解決機関）
「少額短期ほ
けん相談室」をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。

3 個人情報保護管理者

個人情報は、個人情報保護管理者が責任をもって管理するものとします。

台風・ゲリラ豪雨による洪水や、

【個人情報相談窓口】 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7Ｆ
経営企画室 チーフマネージャー

E-mail：info＠air-ins.co.jp

12 支払時情報交換制度

騒じょう等

たつ巻による家財の損害も補償！

4 個人情報の利用目的

転居先への
運送中の事故

①各種保険契約のお引き受け、
ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い ②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提
供（※）、
ご契約の維持管理 ③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 ④その他保険に関連・付随する業務（※）

「盗難」を除く前記事故に
よる引越し運搬中の損害

（※）お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、
グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・
サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。

5 再保険について

当社では、健全な少額短期保険業の確保の必要性から、
リスク分散の一環として、再保険を行うことがあります。
再保険会社における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために、契約内容、請求・支払内容、健康
状態および診断書類等、当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあり、個人情報保護法の施行を機に、新契約申込書・
保険金請求書類等にて、同意をいただくこととしております。
現時点では、米国にある再保険会社に個人情報を提供しており、同社はOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じて
います。また、米国の個人情報保護制度については、個人情報保護委員会のホームページをご覧いただいた上でお申し込みください。
なお、当社は上記以外の日本に支店のない外国の再保険会社に再保険を行うことがありますが、現時点では、再保険会社が未確定であること
により、個人情報を提供する再保険会社の所在国等は特定できておりません。
上記に関する最新の情報については、当社ホームページ「個人情報保護方針」をご確認ください。

6 個人情報の利用・提供について

個人情報は、前述の目的以外には利用・提供しません。前述の目的以外でみなさまの個人情報を利用・提供する場合には、必ず事前にご本人に
通知し、同意をいただいた上で行います。
ただし、裁判所、検察庁、警察等の公的機関から開示・提供を要求された場合に限り、
これに応じる場合があります。

不法侵入があり、自己の費

水災

風災・ひょう災・雪災

火災

賠償の補償条項

7 個人情報を提供しなかった場合に生じる結果について

個人情報の記入は任意ですが、各サービスの実施において、それぞれ必要となる情報をいただかない場合は各々のサービスを受けられない
ことがあります。

8 個人情報の委託について

当社は、利用目的の達成および業務を円滑に進めるために、外部業者に個人情報の一部又は全部の処理を委託することがあります。
（この場
合、安全管理対策の充実した委託先を選定し、かつ安全管理対策を契約において義務付けます）
前記、
４に記載した利用目的およびグループの経営管理のために、親会社である住友生命保険相互会社と当社との間で、以下のとおり個人
データを共同利用します。
個人データの項目：住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内容および事故状況、保
険金支払状況など

10 個人情報の開示等について

補償プランと保険料表

保険料は全国一律（引っ越しても持ち歩けます）

当社は、当社の開示対象個人情報に関し、以下の要請があった場合は本人の確認を行った上で、速やかに対応します。また当社の個人情報の
取り扱いに関する質問、相談にも対応します。ただし、
データの削除については、法的な保管義務に抵触する場合にはご希望に添えない場合が
あります。
①利用目的の通知 ②開示 ③訂正、追加又は削除 ④利用の停止、消去又は第三者への提供

保険期間は1年または2年の更新型

11 個人情報に関する苦情およびお問合せ対応

保険料はコンビニまたは振込払

当社の個人情報に関する苦情およびお問合せは、個人情報相談窓口で承ります。
お問合せの内容により必要な書類提出や質問へのご回答をお願いすることがあります。
申込書の送付先

フォーシーズ カスタマーサポートセンター

お申込みのお問い合わせ

TEL. 0120-17-1143 受付時間 10：00～17：00（土・日・祝も営業）

TEL. 0120-550-378

受付時間 平日午前10：00～午後4：00

保険期間１年
保険期間2年

家財保険（支払限度額）
賠償保険（自己負担額5千円）

家財の保険金額のめやす

4c’
s新橋ビル

引受保険会社 アイアル少額短期保険株式会社
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7Ｆ
お問い合わせ先

一時払保険料

アイアル少額短期保険株式会社

入居者数、年齢による標準世
帯の家財の新価
（再調達価額）
です。
なお、貴金属等は含んでいま
せん。

A プラン

B プラン

円
5,400円

円
7,000円

C プラン

D プラン

円 10,200円
円
8,600円

円 13,000円
円 16,000円
円 19,000円
円
10,000円

300 万円

500 万円

700 万円

900 万円

1,000 万円

1,000 万円

1,000 万円

1,000 万円

家族構成
～29歳
30歳代
40歳～

1名
300
～

〒812-0013 福岡県福岡市博多区
博多駅東1丁目9-5 4c’
s博多ビル
TEL.0120-17-1143
下記ホームページより、
「フォーシーズ返信用宛名ラベル」のダウンロードが
可能です。お手元にフォーシーズ返信用封筒が無い場合、ご活用下さい。
4c’
sホームページ https://www.4cs.co.jp

取扱代理店 フォーシーズ株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋5丁目13-7

補償プラン

世帯主の年齢

当社は、
（社）日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払いまたは、
保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会してお
ります。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、
（社）日本少額短期保険協会ホーム
ページ
（http://www.shougakutanki.jp/）
をご参照ください。

外部からの
物体の落下、
飛来、衝突等

風災・ひょう災・雪災

保険金額

一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
〒104－0032 東京都中央区八丁堀3－12－8－2F
TEL. 0120-82-1144 FAX. 03-3297-0755
受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00
受付日：月曜日から金曜日
（祝日および年末年始休業期間を除く）

家財保険金

（生活あんしん総合保険）

9 グループ会社との共同利用

11 指定紛争解決機関について

家財の補償条項

フォーシーズ火災保険

｢個人情報｣とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる
もの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）
をさします。個人にはお
客様、取引先従業員、当社従業員、株主を含みます。

個人情報保護管理者

この商品の保険料は、保険料控除
（所得控除）
の対象とはなりません。

補償内容

500

万円

2名

3名

4名

400～600 万円

400～700 万円

500～700 万円

600～800 万円

700～900 万円

700～900 万円

800 万円～

900 万円～

900 万円～

B183-2201-3

220203_ アイアル保険 フォーシーズ保険
22/03/01（588 × 210）175 線 _ADos
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個人情報の取扱い
個人情報の取扱い

5 補償の重複について
補償内容が同様の他の保険契約等（共済を含む）
に加入されている場合には、補償が重複することがあります。
補償が重複する場合、いずれの契約からも補償されますが、いずれか一方の契約からは保険金が支払われないことがあります。
他の保険契約等の内容をご確認のうえ、
ご契約ください。

2022年1月改定版

当社（アイアル少額短期保険株式会社）は、個人情報の保護が個人の生命・身体・財産の安全に関わる重要な問題であることを深く認識し、個
人の権利・利益の保護およびお客さまの信頼を第一に考え、
「個人情報の保護に関する法律」
（以下、
『 個人情報保護法』）、
「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、その他の法令・ガイドラインを遵守して、機密性・正確性を保持する等、個人情報を
適正に取り扱ってまいります。

1 個人情報の取扱い

6 保険料・保険金額の変更
①保険期間中
収支状況が著しく悪化した場合、当社の定めるところにより保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額を行うことが
あります。また、保険金支払事由が集中して発生し、保険金の支払に支障が生じた場合には、保険金を削減して支払うことが
あります。
②保険契約の更新時
保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと特に認めた場合には、当社の
定めるところにより更新契約について、保険料の増額または保険金額の減額を行うこと、もしくは更新契約の引受を辞退する
ことがあります。

当社における個人情報の取扱いは個人情報保護方針に基づいて行います。
本方針の詳細および最新情報は当社ホームページをご覧ください。
（https://www.air-ins.co.jp/privacy.html）

2 個人情報とは

7 保険料控除

8 経営破たん時の取扱い
当社は、少額短期保険会社であるために保険契約者保護機構へ加入しておりません。当社が経営破たんした場合であっても、
この保険は同機構が行う資金援助等の措置の適用はなく、保険業法第270条の３第２項第１号に規定する同機構の補償対象
契約には該当しません。

9 少額短期保険業者について
少額短期保険業者の業務内容については、契約者等の保護の観点から、保険業法等に基づく各種の規制があります。
①保険期間は２年または１年までと定められています。
②保険金額の限度額は、医療保険等の傷害・疾病にかかる保険は80万円、死亡保険は300万円、損害保険は1,000万円まで
と定められています。
③１被保険者についてお引き受けできるすべての保険の保険金額の限度額は1,000万円となります。ただし、事故発生率の低
い賠償保険については別枠で1,000万円が上限となります。
④１契約者についてお引き受けできるすべての被保険者の保険金額の総額は、上記②③のそれぞれの限度額の100倍が上限
となります。
⑤原則として、当社の他の保険契約に重複してご加入いただくことはできません。

10 保険契約の更新における留意点
「契約概要」に記載されている
「9．
保険契約の更新における留意点」をご確認ください。

当社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。
なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する
（指定紛争解決機関）
「少額短期ほ
けん相談室」をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。

3 個人情報保護管理者

個人情報は、個人情報保護管理者が責任をもって管理するものとします。

台風・ゲリラ豪雨による洪水や、

【個人情報相談窓口】 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7Ｆ
経営企画室 チーフマネージャー

E-mail：info＠air-ins.co.jp

12 支払時情報交換制度

騒じょう等

たつ巻による家財の損害も補償！

4 個人情報の利用目的

転居先への
運送中の事故

①各種保険契約のお引き受け、
ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い ②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提
供（※）、
ご契約の維持管理 ③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 ④その他保険に関連・付随する業務（※）

「盗難」を除く前記事故に
よる引越し運搬中の損害

（※）お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、
グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・
サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。

5 再保険について

当社では、健全な少額短期保険業の確保の必要性から、
リスク分散の一環として、再保険を行うことがあります。
再保険会社における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために、契約内容、請求・支払内容、健康
状態および診断書類等、当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあり、個人情報保護法の施行を機に、新契約申込書・
保険金請求書類等にて、同意をいただくこととしております。
現時点では、米国にある再保険会社に個人情報を提供しており、同社はOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じて
います。また、米国の個人情報保護制度については、個人情報保護委員会のホームページをご覧いただいた上でお申し込みください。
なお、当社は上記以外の日本に支店のない外国の再保険会社に再保険を行うことがありますが、現時点では、再保険会社が未確定であること
により、個人情報を提供する再保険会社の所在国等は特定できておりません。
上記に関する最新の情報については、当社ホームページ「個人情報保護方針」をご確認ください。

6 個人情報の利用・提供について

個人情報は、前述の目的以外には利用・提供しません。前述の目的以外でみなさまの個人情報を利用・提供する場合には、必ず事前にご本人に
通知し、同意をいただいた上で行います。
ただし、裁判所、検察庁、警察等の公的機関から開示・提供を要求された場合に限り、
これに応じる場合があります。

不法侵入があり、自己の費

水災

風災・ひょう災・雪災

火災

賠償の補償条項

7 個人情報を提供しなかった場合に生じる結果について

個人情報の記入は任意ですが、各サービスの実施において、それぞれ必要となる情報をいただかない場合は各々のサービスを受けられない
ことがあります。

8 個人情報の委託について

当社は、利用目的の達成および業務を円滑に進めるために、外部業者に個人情報の一部又は全部の処理を委託することがあります。
（この場
合、安全管理対策の充実した委託先を選定し、かつ安全管理対策を契約において義務付けます）
前記、
４に記載した利用目的およびグループの経営管理のために、親会社である住友生命保険相互会社と当社との間で、以下のとおり個人
データを共同利用します。
個人データの項目：住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内容および事故状況、保
険金支払状況など

10 個人情報の開示等について

補償プランと保険料表

保険料は全国一律（引っ越しても持ち歩けます）

当社は、当社の開示対象個人情報に関し、以下の要請があった場合は本人の確認を行った上で、速やかに対応します。また当社の個人情報の
取り扱いに関する質問、相談にも対応します。ただし、
データの削除については、法的な保管義務に抵触する場合にはご希望に添えない場合が
あります。
①利用目的の通知 ②開示 ③訂正、追加又は削除 ④利用の停止、消去又は第三者への提供

保険期間は1年または2年の更新型

11 個人情報に関する苦情およびお問合せ対応

保険料はコンビニまたは振込払

当社の個人情報に関する苦情およびお問合せは、個人情報相談窓口で承ります。
お問合せの内容により必要な書類提出や質問へのご回答をお願いすることがあります。
申込書の送付先

フォーシーズ カスタマーサポートセンター

お申込みのお問い合わせ

TEL. 0120-17-1143 受付時間 10：00～17：00（土・日・祝も営業）

TEL. 0120-550-378

受付時間 平日午前10：00～午後4：00

保険期間１年
保険期間2年

家財保険（支払限度額）
賠償保険（自己負担額5千円）

家財の保険金額のめやす

4c’
s新橋ビル

引受保険会社 アイアル少額短期保険株式会社
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7Ｆ
お問い合わせ先

一時払保険料

アイアル少額短期保険株式会社

入居者数、年齢による標準世
帯の家財の新価
（再調達価額）
です。
なお、貴金属等は含んでいま
せん。

A プラン

B プラン

円
5,400円

円
7,000円

C プラン

D プラン

円 10,200円
円
8,600円

円 13,000円
円 16,000円
円 19,000円
円
10,000円

300 万円

500 万円

700 万円

900 万円

1,000 万円

1,000 万円

1,000 万円

1,000 万円

家族構成
～29歳
30歳代
40歳～

1名
300
～

〒812-0013 福岡県福岡市博多区
博多駅東1丁目9-5 4c’
s博多ビル
TEL.0120-17-1143
下記ホームページより、
「フォーシーズ返信用宛名ラベル」のダウンロードが
可能です。お手元にフォーシーズ返信用封筒が無い場合、ご活用下さい。
4c’
sホームページ https://www.4cs.co.jp

取扱代理店 フォーシーズ株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋5丁目13-7

補償プラン

世帯主の年齢

当社は、
（社）日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払いまたは、
保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会してお
ります。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、
（社）日本少額短期保険協会ホーム
ページ
（http://www.shougakutanki.jp/）
をご参照ください。

外部からの
物体の落下、
飛来、衝突等

風災・ひょう災・雪災

保険金額

一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
〒104－0032 東京都中央区八丁堀3－12－8－2F
TEL. 0120-82-1144 FAX. 03-3297-0755
受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00
受付日：月曜日から金曜日
（祝日および年末年始休業期間を除く）

家財保険金

（生活あんしん総合保険）

9 グループ会社との共同利用

11 指定紛争解決機関について

家財の補償条項

フォーシーズ火災保険

｢個人情報｣とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる
もの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）
をさします。個人にはお
客様、取引先従業員、当社従業員、株主を含みます。

個人情報保護管理者

この商品の保険料は、保険料控除
（所得控除）
の対象とはなりません。

補償内容

500

万円

2名

3名

4名

400～600 万円

400～700 万円

500～700 万円

600～800 万円

700～900 万円

700～900 万円

800 万円～

900 万円～

900 万円～

B183-2201-3
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