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孤独死は、 高齢者だけには限りません

20 歳代男性

30 歳代男性

40 歳代女性

60 歳代男性

2 週間後発覚
ポストにたまった
郵便物を見た訪問者
の通報により発覚。

313,416 円

1,000,000 円

922,320 円

207,000 円

363,000 円

336,000 円

300 円

961,721 円
256,000 円
※当社支払実績 2016 年 5 月時点

■ 補償内容・保険金額
【対象となる死亡事故】
・孤独死 ・自殺 ・犯罪死
【対 象 と な る 戸 室】賃貸借契約が締結されている戸室

※空室および事務所・店舗等は補償の対象外となります。

１事故限度額

原状回復費用保険金

100

遺品整理費用、清掃・消臭費用、死亡事故によって破損・汚損が生じた箇所の修復費用といった、
原状回復のために費用が発生した場合に当社が認める金額をお支払いします。

家賃保証保険金

１事故限度額

200

事故見舞金

１事故

死亡事故が発生したものの、原状回復費用保険金の支払事由に該当しないときに、見舞金として5万円を
お支払します。
（原状回復費用保険金と重複してのお支払いはいたしません。）

5

( 定額 )

■ 保険料（払込方法・算出方法）
○払 込 方 法：①月払（口座振替） ②一時払（口座振替・振込）
○保険料の計算：右記の
「1戸室あたり保険料」× 入居中の戸室数
※空室や事務所・店舗など居住以外の目的で使用する戸室は補償対象外のため、戸室数には含みません。
※入居戸室数が4戸室未満でのご契約の場合、一時払のみとなります。

1 戸室あたり
保険料

【月

払】

1 戸室あたり
保険料

【一時払】

（月払）

【空室の取扱い】保険契約途中で入居となった戸室は、
その時点から補償が開始されます。
また、入退去状況は、保険契約の更新手続時に報告していただき、保険料の追徴または
返還を行うことがあります。詳細は、本パンフレットの注意喚起情報「5．保険料の精算」
をご覧ください。

■ ご契約条件 【保有戸室数が4戸室以上の方が対象となります】
所有している賃貸住宅戸室全て
（区分所有含む）をお申込いただきます。※一部戸室を選択してのご契約はできません。
【複 数 棟 所 有 の 方】20戸室以上の棟を所有している場合、
その棟を含めて棟単位で選択してお申込いただけます。

■ 申込締切日と保険始期日
当社への申込書到着締切日
（遅れた場合は次月扱いとなります。）

（払込方法が口座振替の場合）

※下記のサービス内容には、保険の対象でないものを含んでおります。

●
●
●
●
●
●
●

散乱した室内の残置物撤去（遺品などの動産撤去）、不用品の処分、室内清掃
発生した腐乱臭（死臭）の除去作業や消毒作業、発生したハエなどの駆除
遺族宅への形見分け品の配送業務（家財道具の全国配送）
現場への僧侶手配と、現場供養の実施
現場の原状復帰（リフォーム）や家屋の解体のご相談
車両などの廃車業務と手続き代行
再利用可能なリサイクル品などの買取サービス

重要事項説明書

この「契約概要」
「注意喚起情報」
「個人情報の取扱い」は、ご契約内容など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。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・了解のうえお申込みください。なお、この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているもので
はありませんので、詳細は初年度契約時に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）」をご覧ください。

契約概要
１. 商品の仕組み

（１）概要
この保険は、被保険者が所有または管理する賃貸住宅戸室内において発生した孤独死、自殺、犯罪死によって、当該戸室または隣室（注）の賃貸借契約
が終了し、次の入居者との間で賃貸借契約を締結するまでの「空室期間」および、本来家賃より値引きした条件で賃貸借契約を締結した場合の「値引
期間」に生じた家賃の損失に対して家賃保証保険金をお支払いします。
また、当該死亡事故による遺品整理費用、清掃・消臭費用、修復費用に対しても原状回復費用保険金をお支払いします。なお、戸室内でお支払いの対
象となる死亡事故が発生したものの、被保険者にこれらの費用負担が生じないなどで原状回復費用保険金の支払事由に該当しなかった場合には、事
故見舞金として 5 万円（定額）をお支払いします。
（事故見舞金は、原状回復費用保険金と重複してのお支払いはいたしません。）
（注）当該死亡事故による破損・汚損が生じた、事故戸室と接地面のある上下左右の戸室。
（２）保険期間
保険期間は１年です。

（３）補償が開始される日
①当社は、毎月１５日の申込締切日（当日消印有効）までに当社が受領した申込書についての内容点検等を行い、お申込みに対する承諾可否の判断を
します。
②承諾の場合は、翌月１日（保険始期日）に補償を開始します。なお、不承諾の場合は、契約者宛に通知します。

（４）保険料および払込方法
①保険料は、申込日に被保険者が所有または管理する賃貸住宅の入居戸室数（空室・対象外戸室は除く）により算出します。なお、申込日以降に入居
が決定している戸室数は含めるものとします。
②保険料の払込回数（方法）は、月払（口座振替）または一時払（口座振替・振込）のいずれかとなり、口座振替の場合、当社の定めた日（振替日）に契約
者の指定する口座から振り替えることによって、当社に払い込まれたものとします。なお、入居戸室数が 4 戸室未満でのご契約の場合、一時払のみ
とさせていただきます。
【 月払（口座振替）の場合 】第１回保険料は補償が開始する月（保険始期月）の振替日（一部の金融機関を除いて原則として２７日。２７日が金融
機関の休業日となる場合はその翌営業日）に振り替えます。第２回以後の保険料は毎月の振替日に振り替えます。
【 一時払（口座振替）の場合 】保険始期月の振替日に振り替えます。
【 一 時 払（振 込）の 場 合 】保険始期月の末日までに下記口座にお振り込みください。
○ 三菱東京ＵＦＪ銀行 京橋中央支店 （普）４５６４２７３ アイアル少額短期保険株式会社

２. 補償内容

（１）保険金をお支払いする主な場合
①原状回復費用保険金

保険金を支払う場合（支払事由）

被保険者が所有または管理する賃貸住宅戸室内で発生した
（１）孤独死 （２）自殺 （３）犯罪死
により、事故発生日から６か月以内に負担する次の費用を補償します。
ア．遺品整理費用 イ．死亡事故によって破損・汚損が生じた箇所の
修復費用（注） ウ．清掃、消臭費用

支払う保険金の額（１事故につき）

１事故あたり支払限度額（１００万円）を限度として、当社が認める金
額。ただし、敷金の充当やその他の補てんがあった場合は、その金額を
差し引いて支払う場合があります。

（注）当該死亡事故に伴って生じた破損・汚損を事故発生直前の状態に復旧するための費用に限ります（当該事故とは直接関係のない箇所にかかる
費用を除きます）。
②家賃保証保険金

保険金を支払う場合（支払事由）

支払う保険金の額（１事故につき）

上記の死亡事故のあった戸室（以下「事故戸室」といいます）における次 １事故あたり支払限度額（２００万円）を限度として、次のとおり算出
した金額
の家賃損失について、事故発生日から最長１２か月間補償します。
ア．空室期間 × 本来家賃
イ．値引期間 ×（本来家賃ー値引後家賃）
ア．空室期間の家賃 イ．値引期間の差額家賃

（注）物件の売却・譲渡・取り壊し（予定を含む）および特段の理由がなく新たな入居者の募集を行わない期間は、空室期間に含みません。
③事故見舞金

保険金を支払う場合（支払事由）

死亡事故が発生したが、原状回復費用保険金の支払事由に該当しないとき

支払う保険金の額（１事故につき）
５万円（定額）

（※）当該死亡事故による破損･汚損が生じた、事故戸室と同一被保険者が所有または管理する隣接戸室
（事故戸室と接地面のある上下左右に存在する
戸室）
についても適用します。
ただし、
②家賃保証保険金については、
事故発生日から３か月以内に賃貸借契約が終了することを条件とします。

（２）保険金をお支払いしない主な場合

①初年度契約の保険始期日以前に死亡（死亡推定日を含む）していた事故
②保険契約の対象外の戸室で発生した事故および保険契約の対象外の隣接戸室に及んだ事故
③申込日以前に賃貸借契約を締結した戸室であるにもかかわらず、申込時に告知がされていなかった戸室で発生した事故
④契約者または被保険者の故意 ⑤地震、噴火または津波、戦争その他の変乱 ⑥火災、破裂または爆発、建物の倒壊 ⑦洪水や土砂崩れ等の水災
⑧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
⑨特定感染症
⑩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、ご契約を解除します。）

３. 補償内容の変更

この商品の１事故あたりの保険金額は、原状回復費用保険金１００万円・家賃保証保険金２００万円・事故見舞金５万円の１プランのみとなり変更はできません。

４. 解約と解約返還保険料

①当社に対する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。
②一時払契約のときは月割計算により、未経過期間の保険料を返還します。

５. 契約者配当金

この保険には、契約者配当金はありません。

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（お客様が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）
この商品は、保険期間が１年のためクーリングオフの対象ではありません。
２．契約締結時における注意事項（告知義務等）
契約者（被保険者）は、
ご契約時に当社に損害の発生の可能性に関する以下の重要な事項（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。告知事項が事実と相違する場合、
または該当項目に記入が無い場合は、保険金をお支払い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。
・被保険者の氏名または商号および（個人の場合）生年月日
・被保険者が所有または管理する全ての賃貸住宅の所在地および戸室数（対象外戸室を除く）
なお、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についても、
ご契
約を解除するとともに支払事由が発生しているときでも保険金をお支払しません。
３．保険契約の無効
口座振替の保険料の払い込みについては、所定の払込期月の翌月末日まで払込猶予期間があり、口座振替が不能となった場合には、翌月の振替日に再度
保険料を振り替えます。なおこの場合で、
月払契約のときは、翌月分の保険料を振り替えます。一時払保険料ならびに月払契約の第１回保険料が払込猶予
期間内までに払込のない場合には、保険契約は申込み時点にさかのぼって不成立（無効）
となります。
（振込払の場合は、払込猶予期間はありません。）
４．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。
５．保険料の精算
保険契約終了時（失効、解除、解約を含みます。）に、契約概要「１．商品の仕組み（４）保険料および払込方法①」により算出した保険料（「暫定保険料」
とい
います。）
と、保険期間中の入居実績に基づいて算出した保険料（以下「確定保険料」
といいます。）
との差額が生じた場合、保険料の追徴または返還を行い
ます。ただし、次の①②のいずれにも該当するときには、追徴または返還を行いません。
①保険契約終了日の翌日を保険始期日とし、被保険者を同一とする保険契約を締結するとき
②「確定保険料」
と
「暫定保険料」
との差額が、
「暫定保険料」の５０％未満となるとき
６．保険料・保険金額の変更
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。
７．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は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。
８．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、保険契約者等の保護の観点から、保険業法に基づく各種の規制があります。
①損害保険の保険期間は２年以内までと定められています。
（この保険商品の保険期間は１年です。）
②損害保険の場合、１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合計は、原則として１，０００万円が上限とされています。
③１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、損害保険の場合は１０億円が限度となります。
９．指定紛争解決機関について
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。
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ー２F
ＴＥＬ：０１２０−８２−１１４４ 受付時間：平日
（年末年始休業期間を除く）
９：００〜１２：００、１３：００〜１７：００
１０．支払時情報交換制度について
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。

当社は、個人情報の重要性に鑑み、
また、少額短期保険事業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報保護に関する法律（個人情報保護法）
その他
の関連法令、金融庁が定める
「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、
「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措
置等についての実務指針」等のガイドラインを厳守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について必要かつ適切な措置を講じます。
１．個人情報の取扱い
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。
２．個人情報とは
｢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。
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。
【個人情報相談窓口】 〒１０３−００１１ 東京都中央区日本橋大伝馬町１−３ ２Ｆ
アイアル少額短期保険株式会社 個人情報保護管理者 経営企画室 チーフマネージャー E-mail：info@air-ins.co.jp
４．個人情報の利用目的
（１）各種保険契約の引受、継続・維持管理
（４）個人情報の利用目的に必要な範囲内での業務委託先に対する提供
（２）保険金・給付金の支払い
（５）再保険契約の締結及び再保険契約に基づく通知・再保険金の回収
（３）当社及びその提携会社の情報提供、各種商品やサービスの案内 （６）
その他当社業務に関連・付随する業務
５．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、警察等の法的機関から開示・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。
６．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。
７．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）
８．個人情報の開示等について
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
９．個人情報に関する苦情およびお問合せ対応
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。
アイアル少額短期保険株式会社は、JISQ 15001:2006に準拠した個人情報保護に取り組み、
日本情報処理開発協会（JIPDEC）
より、
「プライバシーマーク」の使用
認定を受けています。

株式会社 クリーンプランニング
〒271-0064

千葉県松戸市上本郷 4493 番地

TEL:047-710-3787

( 営業時間：8：00 〜 18：00)

FAX:047-710-3797

Ｂ151-1709-3

