
平成27年10月以降保険始期用

詳しくは裏面をご覧ください。

（いずれも気象庁ホームページより 当社まとめ）

「風災補償」「水災補償」のおすすめ「風災補償」「水災補償」 おすすめ
「大雨・台風」への備え備えて安心

お住まいや家財、大丈夫ですか？

平成27年9月
関東・東北

豪雨
平成27年
9月9～11日

前線による

大雨
広島市北部の
大規模土砂災害

など

平成26年
8月15～20日

平成24年7月
九州北部

豪雨
平成24年
7月11～14日

台風第18号および台風から変わった低気圧
に向かって南から湿った空気が流れ込んだ影
響で、西日本から北日本にかけての広い範囲
で大雨となり、特に関東地方と東北地方では
記録的な大雨となった。この影響で、土砂災
害、浸水、河川のはん濫等が発生。

局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降り、
特に、16日から17日にかけては近畿・北陸・
東海地方を中心に、19日から20日にかけて
は九州北部・中国地方を中心に大雨となり、
局地的に猛烈な雨が降った。この大雨により、
土砂災害、浸水害、河川のはん濫等が発生。

7月11日から14日にかけて、福岡県、熊本県、
大分県、佐賀県で大雨となった。この大雨によ
り、河川のはん濫や土石流が発生。

気象事例 ［アメダス］ 1時間降水量50mm以上の年間発生回数

�増加する大雨の日数�近年災害をもたらした気象事例
発生日 災害の概要
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台風による洪水で、
床上浸水し、
壁や床等が汚れる等の
損害が出てしまった！

台風による強風のため、
屋根瓦や窓ガラスが
壊れてしまった！

台風による洪水で、
床上浸水し、
家財が水浸しになったり、
家電が壊れてしまった！

台風による強風で
ガラス窓が割れ、
吹き込んだ雨風により
室内の家具が壊れて
しまった！
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水災風災
「火災保険」では、

いずれかの「事故」として
 保険金が支払われます。

「火災保険」の補償内容を是非ご確認ください。

近年、台風などの自然災害が増加しています！！

　台風が直撃した場合･･･ 例えば、このような被害が発生します！

風災・水災のどちらの「事故」かにより補償が異なる場合があります。
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※１ 風災・
ひょう

雹災・雪災については、「損害の額が20万円以上の場合のみ補償されるタイプ（免責金額なし）」を選択していただくことも可能です。ただし、その場合
は、すべての事故共通で免責金額は「なし」となります。

※2 水災については、「補償なし」とすることも可能です。ただし、「タフ・住まいの保険」ではＭ構造またはＭ級（コンクリート造のマンション等）の場合に限ります。ま
た、「タフ・住まいの保険」および「マイホームぴたっと」いずれも構造級別に関わらず、共同住宅1棟契約以外の場合に「水災一時金のみをお支払するタイプ」を
選択いただくことも可能です。なお、共同住宅１棟契約の場合、保険の対象である建物の損害について、「建物保険金額に支払限度額割合10％または30％を乗
じた額を限度額として損害保険金をお支払いするタイプ」を選択していただくことも可能です。

〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1
（カスタマーセンター） TEL：0120-101-101（無料）
電話受付時間 平日：9：00～19：00 土・日・祝日：9：00～17：00
（年末年始は休業させていただきます）
http://www.aioinissaydowa.co.jp/

「風災補償」「水災補償」の内容を確認しましょう

「住宅総合保険」「住宅火災保険」「団地保険」
と「タフ・住まいの保険」「マイホームぴたっと」
の基本補償内容比較

●すべての事故共通で免責金額を「タフ・住まいの保険」は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」、「マイホームぴたっと」は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」のいずれか
から選択することができます。　●家財または家財明記物件を保険の対象とする場合で「ワイドプラン」のとき、破損・汚損等による損害については、すべての事故共通で
免責金額「なし」を選択したご契約であっても損害保険金に対して、1回の事故につき免責金額3,000円が適用されます。

●すべての事故共通で免責金額を「タフ・住まいの保険」は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」、「マイホームぴたっと」は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」のいずれか
から選択することができます。　●家財または家財明記物件を保険の対象とする場合で「ワイドプラン」のとき、破損・汚損等による損害については、すべての事故共通で
免責金額「なし」を選択したご契約であっても損害保険金に対して、1回の事故につき免責金額3,000円が適用されます。

●すべての事故共通で免責金額を「タフ・住まいの保険」は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」、「マイホームぴたっと」は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」のいずれか
から選択することができます。　●家財または家財明記物件を保険の対象とする場合で「ワイドプラン」のとき、破損・汚損等による損害については、すべての事故共通で
免責金額「なし」を選択したご契約であっても損害保険金に対して、1回の事故につき免責金額3,000円が適用されます。

●このチラシは、「タフ・住まいの保険」「マイホームぴたっと」の風災および水災補償の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「各商品パンフレット」および「重要事項
のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、必要に応じて
当社ホームページでご参照ください。もしくは、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
●「タフ・住まいの保険」は「家庭総合保険」の、「マイホームぴたっと」は「住居建物総合保険」のそれぞれペットネームです。

損害の額が20万円以上の場合のみ、
補償の対象となっている

「損害の額に関わらず補償」
をおすすめします！

損害の
補償の

「損

水災補償が「なし」になっている
保険金のお支払いが縮小補償となっている

STEP 1 保険の対象を確認しましょう

STEP 2 補償の範囲を確認しましょう
ご契約のプランによって、補償の範囲が異なります。
「大雨・台風」に備える「風災」「水災」が補償の対象となっているか、しっかり確認しましょう。

建物のみのご契約では、家財に発生した
損害は補償されません。
建物＋家財のご契約で、
大切な財産をしっかりと守ります！！

風災補償  CHECK POINT

水災補償「あり」・「実際の損害の
額を補償」をおすすめします！

建物 家財
保険の対象
となるものを
ご確認ください
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破損・汚損等火災、落雷
破裂・爆発 盗  難 水  災
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住宅総合保険（販売停止）

住宅火災保険（販売停止）

団地保険（販売停止）

「
マ
イ
ホ
ー
ム
ぴ
た
っ
と
」

「
タ
フ・住
ま
い
の
保
険
」

損害の額が20万円以上
となる場合に補償（ ）

損害の額が20万円以上
となる場合に補償（ ）

（縮小補償70％）

水ぬれ 外部からの
物体落下等 騒  
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擾
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雹災・雪災
損害の額に
かかわらず補償

水災補償  CHECK POINT
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