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会社概要

宅建ファミリー共済は2008年4月に営業を開始し、全宅連および全宅管理の賛助会員として、全国の宅建協会会員の皆様の業務支援を

目的に設立した少額短期保険業者です。

賃貸物件に入居される方の家財・設備什器の補償ならびに入居物件・日常生活に関わる賠償責任の補償を取扱っています。

全国の8,154社(2019年3月末）の会員の皆様が宅建ファミリー共済の代理店として保険募集を行っており、少額短期保険業者の中でもトップ

クラスの規模となっています。

社名 株式会社宅建ファミリー共済

代表取締役社長 笠間 雅夫

設立日 2008年4月1日

本社所在地 東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル7F

代理店数 8,154店 （2019年3月末）

保有契約件数 567,235件 （2019年3月末）

ソルベンシー・マージン比率 1,336.1% （2019年3月末）

関西営業所

東京本社
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宅建ファミリー共済の特徴

宅建ファミリー共済は、ハトマーク会員の業務支援を目的とした少額短期保険業者で、皆様の不動産業務に負担をかけることなく保険の取扱い

ができます。ハトマークを掲げた唯一の少額短期保険業者として【安心】・【簡単】・【充実】をモットーに、皆様のベストパートナーを目指します。

安心
全国の宅建協会と業務提携契約を締結 ※代理店数: 全国8,154店（2019年3月末）

業界内、トップクラスの契約件数 ※保有契約件数：567,235件（2019年3月末）

高い財務健全性 ※ソルベンシー・マージン比率: 1,336.1%（2019年3月末）

簡単

保険商品販売にあたってのノルマなし ※代理店登録後、2年以上保険契約の取扱が無い場合は、委託契約を見直しさせていただく場合がございます。

選べる計上方法。「WEBシステム」と「FAXシステム」のどちらかご都合に合わせて選択可能

保険料の精算は、コンビニエンスストア・郵便局もしくはインターネットバンキング・銀行ATMでも可能

更新時に契約者からの申込書の取付が不要 ※前契約と同条件の場合

充実

全ての住宅用プランに孤独死による特殊清掃費用を自動付帯 ※30万円限度（免責金額なし）

「新ハトマーク補償ワイド」なら孤独死による特殊清掃費用と遺品整理費用をそれぞれ50万円限度に補償

窓ガラス・洗面台・便器・浴槽の修理費用も補償 ※30万円限度（免責金額なし）

給排水管が凍結により使用不能となった際の解凍費用を補償 ※10万円限度（免責金額なし）

事務センターは土・日・祝日も対応
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代理店業務の流れ

宅建ファミリー共済の代理店業務は、不動産業務に負担をかけることなく保険のお取扱いができるよう簡素化し、効率よく代理店業務が

できるようになっております。また、ご都合に合わせて計上方法を選ぶことも可能です。

①保険内容の説明

入居されているご家族の状況や専有面積から

確認できる「家財簡易評価表」をご参考に、

ご入居者様に適切な「契約タイプ」をご提案して

ください。また、ご提案する商品がその意向に

どのように対応しているかを「契約セット」を使って

わかりやすく説明します。

家財簡易評価表 契約セット

パンフレットや重要事項説明書など、
必要な内容を一つにセット

②申込書の作成・計上

宅建ファミリー共済では、申込書の作成から

保険契約証兼領収証の発行までパソコンで

行う「WEBシステム（宅建らくらくネット）」、

手書き申込書を貴社のFAXで計上する

「FAXシステム」の二通りご用意しておりますので、

ご都合に合わせて選ぶことができます。 ＦＡＸを使ってパソコンを使って

お好きな方をお選び下さい

保険契約証 兼 領収証をその場で発行
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③保険料の精算

貴社宛に郵送した「払込取扱票」を用い、

コンビニ・ATMなどにて、代理店手数料

【住宅用33％(内税)・事業用30.8％(内込)】を

差し引いた精算額合計をお支払いいただきます。

なお、WEBシステムを利用されている場合、

画面上からインターネットバンキングを利用して

精算手続きをすることも可能です。

コンビニ 郵便局

ATM

インター

ネット

バンキング

払込取扱票

④申込書の送付

WEBシステム（宅建らくらくネット）をご利用の

方は、 宅建らくらくネットで出力した「申込書

送付状」に記載された申込書を計上月の翌月

に当社事務センター宛に送付いただきます。

※WEBシステム（宅建らくらくネット）利用店のみ

FAXシステム利用店は申込書の送付は不要です。

申込書送付状

宅建らくらくネット操作画面

印刷
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宅建ファミリー共済の商品は、賃貸住宅の入居者向けの「新ハトマーク補償ワイド」・「新ハトマーク補償」と事務所や飲食店など賃貸物件

向けの「新ハトマークテナント補償」があります。賃貸物件に入居される方の家財・設備什器の補償ならびに入居物件・日常生活に関わる

賠償責任の補償など、入居者を取巻く様々な危険に対処できる保険です。

取扱商品の概要

家
財
補
償

火災 水ぬれ 盗難 落雷・破裂・爆発 風災・雹災・雪災

騒擾・集団行動に伴う暴力行為

床上浸水などの水災

建物外部からの物体の飛来、落下

費
用
保
険

窓ガラス・洗面台・便器・浴槽
不測かつ突発的事故修理費用
※それぞれ30万円限度

特殊清掃費用
※30万円限度

孤独死に対応

給排水管凍結損害修理費用
（解凍費用含む）10万円限度

修理費用

賃借・宿泊費用

地震火災費用

罹災時諸費用

損害防止費用

残存物取片づけ費用

ドアロックいたずら・盗難事故交換費用

賠
償
責
任

保
険

借家人賠償責任保険

借用住宅が火災などにより損壊し、
大家さんに対する法律上の損害
賠償責任を補償します。

個人賠償責任保険

自転車事故など日常生活に起因
する法律上の損害賠償責任を
補償します。

商品内容(住宅用）
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遺品整理費用を補償
（50万円限度）

※住宅外でお亡くなりになった場合も補償

特殊清掃費用の限度額を

50万円に引き上げ
「新ハトマーク補償ワイド」なら

上記の補償に加え

※上記は、新住宅用賃貸総合補償保険の概略を紹介したものです。詳細は「ご契約のしおり」をご覧ください。

「24時間ホームサポートサービス」つき

30分程度の応急処置作業・出張料 無料！

さらに

宅建ファミリー共済の商品は

ホームサポート加入者証

カギあけ
サービス

水まわり
サービス

充実した孤独死対応

●地域・建物構造（耐火・非耐火構造）に関わらず、「事務所・店舗」と「飲食店」の

区別によって全国同一保険料を適用。

●設備・備品等補償保険金は、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、

能力の物を 再取得する額（再調達価額）での保険金を支払い。

●貸主への賠償（借家人賠償）はもちろんのこと、管理上の過失及び業務遂行上の

過失に起因する賠償責任（施設賠償)も補償。

テナント向けも
ご用意しております。

※上記は、新事業用賃貸総合補償保険の概略を紹介したものです。詳細は「ご契約のしおり」をご覧ください。
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契約タイプ名 ＸＢ３ ＸＢ５ ＸＢ７

物損害補償 300万円 500万円 700万円

賠償責任

保険料 18,500円 24,000円 29,500円

契約タイプ名 ＸＤ３ ＸＤ５ ＸＤ７

物損害補償 300万円 500万円 700万円

賠償責任

保険料 44,500円 60,500円 76,500円

1,000万円

事務所

・

店舗

飲食店
1,000万円

取扱商品の契約タイプと事故事例

MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 MC7 MC8 MC9 MC0

家財補償 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1000万円

賠償責任 1000万円

保険料 15,000円 17,000円 18,500円 20,000円 22,000円 23,500円 25,500円 27,000円 29,000円

契約タイプ名 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD8 MD9 MD0

家財補償 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1000万円

賠償責任 2,000万円

保険料 16,000円 17,500円 19,500円 21,000円 22,500円 24,500円 26,000円 28,000円 29,500円

保険金額

保険金額

契約タイプ名

契約タイプ名 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC0

家財補償 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1000万円

拡大特約 特殊清掃費用保険金50万円限度 ・ 遺品整理費用保険金50万円限度

賠償責任 1000万円

保険料 18,000円 20,000円 21,500円 23,000円 25,000円 26,500円 28,500円 30,000円 32,000円

契約タイプ名 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD0

家財補償 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1000万円

拡大特約 特殊清掃費用保険金50万円限度 ・ 遺品整理費用保険金50万円限度

賠償責任 2,000万円

保険料 19,000円 20,500円 22,500円 24,000円 25,500円 27,500円 29,000円 31,000円 32,500円

保険金額

保険金額

下記の契約タイプは保険期間2年のタイプとなります。保険期間1年の契約タイプもご用意しております。
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家具を移動中に誤って内壁や床を損傷させてしまった。

外出先で鍵を紛失してしまい、ドアロックを交換した。

老朽化により、給湯器が破損してしまった。

間仕切りドアのガラスを割ってしまった。（※2）

部屋を汚したため、原状回復費用を請求されてしまった。

友人に借りたブランドバッグにキズを付けてしまった。

自動車を運転中、他人にケガを負わせてしまった。

勤務中に会社のノートパソコンを落として壊してしまった。

地震により家具やテレビが倒れ破損してしまった。

誤ってビデオカメラを落として破損してしまった。

落雷によりパソコン内のデータが消失してしまった。

窓を閉め忘れたため、雨水の吹込みによりテレビが故障

してしまった。

買い物中に店先に置いた自転車を盗まれてしまった。

イタズラで玄関ドアの鍵穴に異物を詰められてしまったため、ドアロックを交換

した。（※1）

凍結により水道が使用不能になってしまった。（※1）

トイレの棚から物を落として、便器を破損してしまった。（※1）

寒暖の差による自然現象により網入窓ガラス（※2）にヒビが入ってしまった。

（※1）

化粧ビンを落としてしまい、洗面台を破損してしまった。（※1）

洗濯機のホースが外れ、借用戸室の床が水びたしになり床に損害を与えてし

まった。

火災を起こし、借用戸室を焼失させてしまった。

トイレをつまらせて水漏れを起こし、階下の入居者の家財に損害を与えて

しまった。

自転車で他人にぶつかりケガを負わせてしまった。

ベランダから植木鉢を落としてしまい、隣家の駐車場の車を傷つけてしまった。

調理中、鍋に火が入り火災を起こし、家財が焼失してしまった。

大雨で川が氾濫し、借用戸室の床上浸水により家財が汚損してしまった。

落雷によりテレビが故障してしまった。

台風で窓ガラスが割れ、雨水の吹込みによりテレビ・衣服などに損害が

発生した。

上の階からの漏水によりパソコンが故障してしまった。

アパートの駐輪場に置いてあった自転車を盗まれてしまった。

賠
償
責
任
補
償

費
用
補
償

家
財
補
償

保険金をお支払する主な例 保険金をお支払いできない主な例

※1 家主との契約に基づき、または緊急的に自己の費用で現実に修理した場合に限られます。
※2 保険契約証記載の住宅の窓に取付けられたガラスで外部に面したものに限ります（室内の間仕切りガラス、玄関窓のガラス部分は含まれません。）。

事故事例(住宅用）
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保険金支払い実績

宅建ファミリー共済は、万一お客さまが事故にあわれた場合、丁寧かつ迅速なサービスを提供することを基本方針としております。

事故受付センターは24時間365日対応が可能で、お客様に「宅建ファミリー共済の保険に入っていて良かった」と感じていただけるサービスを

提供し、確かな安心をお届けします。

(2018年度）

安心の事故対応と保険金支払い実績

約11,1億円 5,714件

お支払いした保険金 お支払い件数 1日あたり平均15.7件

約305万円をお支払しています。

（2018年度当社実績）

事故件数（件） 件数割合 支払金額（千円） 支払金額割合

火災 156 2.73% 242,375 21.75%

漏水 1,088 19.04% 387,129 34.74%

盗難 287 5.02% 27,770 2.49%

賠償 242 4.24% 70,527 6.33%

風災等自然災害 809 14.16% 107,822 9.68%

窓ガラス・洗面台 2,043 35.75% 116,997 10.50%

住宅内入居者死亡 273 4.78% 100,878 9.05%

その他 816 14.28% 60,891 5.46%

合計 5,714 100% 1,114,389 100%

漏水事故は、支払金額が最も多く、
支払い件数の約20％を占めいています。

火災事故は一度事故が起こると
大きな損害になります。

事故件数・支払金額共に、
年々増加傾向にあります。

3%

19%

5%

4%

14%36%

5% 14%

事故件数割合

火災 漏水

盗難 賠償

風災等自然災害 窓ガラス・洗面台

住宅内入居者死亡 その他
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代理店登録までの流れ

代理店委託登録までの流れについては、少額短期保険のお取扱いの有無により、手続きや委託登録までの期間が異なります。

●代理店委託契約書

●代理店登録申請書類一式

●少額短期保険募集人資格合格通知書の写し

●収入印紙15,000円（登録免許税）

●住民票または運転免許証のコピー ※個人代理店の場合

●商業登記簿謄本 ※法人代理店の場合

●印鑑登録証明書（コピー可） ※法人代理店の場合

代理店委託・登録

書類の提出

はじめて少額短期保険を取扱う場合 すでに少額短期保険を取扱っている場合

少額短期保険

募集人試験の受験

少額短期保険募集人研修機構のホームページより

申込みします。受験料は4,220円（税込）です。

●代理店委託契約書

●登録事項変更届出書

●乗合承認依頼書

●印鑑登録証明書（コピー可） ※法人代理店の場合

※すでに少額短期保険を取扱っている場合、

登録に関する費用は掛かりません。

代理店委託

事前申請書の提出

弊社より送付された「代理店委託事前申請書」を提出します。貴社の内容をご記入の上、ご返送いただきます。

代理店委託には定款の事業目的欄に【損害保険代理業】または【少額短期保険代理業】の記載が必要です。 ※

財務局へ登録申請 既にお取扱いをしている保険会社に乗合申請

代申会社より乗合の登録事項変更の届出

保険募集開始

※ 法人代理店の場合のみ必要となります。
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東京本社 〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル7階

関西営業所 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-2-1 大阪府宅建会館４階

Le-19-02


