
少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

SBIリスタ少額短期保険
株式会社

久保田　卓

東京都港区
六本木1-6-1
泉ガーデンタワー16
階

03-
6229-
1014
(代表)

https://ww
w.sbiresta.c
o.jp

費用
地震被災者の

ための生活再建
費用保険

地震補償保険リスタ

住宅販売会社、工務店、マンション管理組合様向けの地震補償保険
◎地震、噴火、津波を原因として、お施主様のご自宅やマンションが、倒壊、火
災、流出、地盤沈下、液状化等の被害を受けた場合に補償されます。
◎火災保険等への加入の有無にかかわらず加入できる保険です。単独でも他の地
震保険等と併用しても加入できます。
◎保険金額（補償額タイプ）は、全壊時の保険金額別に、300万円、500万円、
600万円、700万円、900万円の5タイプをご用意。世帯人数によって選択でき
る補償額タイプは異なります。
◎保険金は、地方自治体が調査し発行する「り災証明書」の被害認定に基づい
て、全壊、大規模半壊、半壊の場合、お支払いします。
※保険料は都道府県、建物構造、設定した保険金額により異なります。

補償額300万円タイプ
・東京都・木造住宅の場合
…年額19,960円

特定チャネル
(法人向け)

アクア少額短期保険
株式会社

服部　豊

大阪府大阪市東淀川区
西淡路1-1-32
新大阪アーズビル10
Ｆ

06-
6325-
3330

http://www
.aqua-
ins.com

傷害
シンプル

からだの保険
シンプル

からだの保険

「従業員の福利厚生のための保険です」
ケガにより死亡、入院、通院した場合に保険金を支払います。
特約で疾病で長期入院した場合に保険金を支払います。
また、法人が契約者となり従業員を被保険者とする契約では、労務不能について
保険金を支払う特約が付帯できます。
告知の内容や職業によりお引き受けできない場合があります。
65歳まで加入ができ、79歳まで更新が可能です。

年齢40歳(性別問わず)
傷害死亡保険金100万
傷害入院日額2,000円(180
日限度)
傷害通院日額1,000円(90日
限度)
労務不能保険金　最大月5万円
年払保険料　8,060円

代理店

ジャパン少額短期保険
株式会社

木下　純一
東京都千代田区
大手町2-1-1　
大手町野村ビル7F

03-
3516-
8555

http://www
.japan-
insurance.jp
/

傷害
賠償責任

交通事故
傷害保険・
個人賠償
責任保険

自転車あんしん保険
「ちゃりぽ」

「ネット・スマホから手軽に加入できます。年齢制限もありません」
自転車あんしん保険「ちゃりぽ」は、交通事故により自分が入院、通院、特定重
度障害、死亡したときの補償と、第三者への賠償責任保険がセットになった保険
です。

(月払い、死亡・特定重度傷害
保険金額300万円、入院保険
金6000円／日、通院保険金
1000円／日、個人賠償責任保
険金1000万円)370円

WEB

盗難保険 自転車盗難保険
自転車あんしん保険

「ちゃりぽ」
「ネット・スマホから手軽に加入できます。」
自転車購入後1か月以内であれば、自転車盗難保険に加入することができます。

自転車購入金額によって異なり
ます。

WEB

費用 お天気保険 お天気保険

「旅行会社、ホテル、ゴルフ場や結婚式場等が加入する保険です。」
お天気保険は、旅行会社等はお天気保険に加入することにより。雨が降った場合
にお客様へ還元する額と同額の保険金を当社から受け取ることができるため、安
心して「お天気割引付き旅行」をお客様へ販売することができます。

対象時間、補償額によって異な
ります。

特定チャネル
(一般販売なし)

賠償責任
弁護士費用等

特約付き個人賠償
責任保険

男を守る
弁護士保険・

女を守る
弁護士保険

「痴漢冤罪・被害ヘルプコール、弁護士無料相談が付いた弁護士保険です。」
相手にケガを負わせたり、他人の車や物にぶつかって壊してしまった場合の損害
賠償や、事故によって自分に被害が発生し、損害賠償請求を弁護士へ委任した
り、弁護士へ相談したりする際の費用を補償します。

月払い590円、
年払い6400円

WEB

イオン少額短期保険
株式会社

中山　浩子
東京都千代田区
神田錦町3-22
テラススクエア12階

03-
6895-
0950

https://ww
w.aeonssi.c
o.jp/

傷害
費用

賠償責任
個人生活総合保険 イオンの自転車保険

「自転車は安全・安心がなによりも大切な乗り物」
・自転車搭乗中や日常生活でのケガにより入院を保障します。
・自転車搭乗中や日常生活で発生したひったくり損害を補償します。
・さらに個人賠償責任保険も追加いただけます。
・3歳から69歳まで新規でご加入いただけます。
・89歳まで継続いただけます。

傷害入院保険4,000円/日
(1事故につき30日限度)
ひったくり損害保険5万円
個人賠償責任保険
1,000万円

年額3,550円(3歳～64歳)

代理店
WEB
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少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

SBIいきいき少額短期保険
株式会社

新村　光由

東京都港区
六本木1-6-1
泉ガーデンタワー16
階

03-
6856-
4531(
代表)

https://ww
w.i-
sedai.com/

費用
地震被災からの
再スタート費用

保険

SBIいきいき少短の
地震の保険

「地震や噴火によって被災した際、生活再建をサポートする地震特化型保険」
・火災保険への加入の有無にかかわらず加入できる保険です。単独でも他の地震
保険等と併用しても加入できます。
・手ごろな保険料で地震被災後に必要な生活再建費用を備えることができます。
・保険金額は、全壊時の保険金額別に、300万円、500万円、600万円、700
万円、900万円の5タイプをご用意。世帯人数によって選択できる保険金額タイ
プは異なります。
・保険金は、地方自治体が調査し発行する「り災証明書」の被害認定に基づい
て、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合にお支払いします。

【保険金額300万円タイプ・
東京都・非木造の場合】
月額1,680円

通販
代理店
WEB

株式会社あそしあ少額短期保険 本間　貫禎
東京都千代田区
九段北3-2-5
九段北325ビル2Ｆ

03-
3265-
9290

http://www
.associa-
insurance.c
om/

費用 家賃補償保険 大家の味方

「孤独死や自殺、火災等さまざまな事故から賃貸物件の大家様を守る家賃補償保
険です」
・社会問題になっている高齢者の孤独死や自殺、その他の理由による死亡事故は
もとより、火災・漏水・水災等さまざまな事故による家賃損失を補償する保険で
す。（建物の修繕期間中の損失家賃を最大6か月間補償）
・修理費用担保特約を付帯することで、戸室内で入居者が死亡した場合に、戸室
の修理費用を300万円まで補償するほか、最大50万円の臨時費用保険金をお支払
いします。

一棟3室、合計月額家賃20万
円の場合

10,150円／年
(家賃補償：2,440円　＋　修
理費用補償：7,710円)

代理店

費用 結婚式総合保険 佳き日のために

「『幸せな瞬間を安心して迎えるために』結婚式の「まさか！」に備える保険で
す」
・入院や自然災害等により結婚式をキャンセルした場合の費用補償を中心に、結
婚式当日における会場や衣装の修理費用、新郎新婦が入院した場合や招待客が救
急搬送された場合の補償が一つになった保険です。2020年12月より、大雨・大
雪等が原因で結婚式を中止した場合に被保険者が実際に負担した結婚式中止費用
を補償する特約を新設しました。

16,000円～
代理店
WEB

費用
ストーカー対策総

合保険
and ME
安堵ミー

「日本唯一！ストーカー対策費用に特化した新しい保険です」※
・いざというときにＡＬＳＯＫのガードマンがかけつける安心のサービスや、防
犯機器等の購入にかかる費用、一時避難のための宿泊費用、引越し費用等を補償
し、さらに、無料サービスとして、弁護士へのメール相談と心理カウンセリング
サービスを付帯し、月々500円というお手頃な保険料でご提供する、画期的な保
険です。
※ 2020年3月 あそしあ少額短期保険調べ

500円／月
5,690円／年

代理店
WEB

ぜんち共済株式会社 榎本　重秋
東京都千代田区
九段北3-2-5
九段北325ビル4階

03-
6910-
0850

https://ww
w.z-
kyosai.com/

傷害
賠償責任

費用

権利擁護補償付
傷害保険

ぜんちの
こども傷害保険

「特別支援教育を必要とされる方のための権利擁護補償付傷害保険です」
・5歳から18歳までご加入いただけます。 
・「死亡保障」「医療保障」学校内外を問わず、不慮の事故による死亡と入院・ 
通院を保障します。 
・「個人賠償責任補償」誤って他人の物を壊したり、ケガをさせた場合の賠償責 
任を補償します。東京海上日動の示談交渉サービス付き個人賠償責任保険金が付
帯されています。 
・「権利擁護費用補償」虐待等の被害事故に遭われた際、相談から解決までの弁 
護士費用を補償します。

年払8,900円
月払410円
(初回保険料の み4,910円)

代理店
通販

SBI日本少額短期保険
株式会社

井上　久也

大阪府大阪市北区
大深町3-1
グランフロント大阪
タワーB 13F

06-
6485-
6000

https://ww
w.n-
ssi.co.jp/

車両 車両専用保険 みんなのバイク保険

「あなたの大切なバイクを守る車両専用保険です」
・交通事故による車両破損や車両盗難に備えられるバイク用車両保険です。
・新車、中古車にかかわらず加入が可能です。
・この保険だけの単独加入が可能です。
・保険金をお支払いしても任意保険の等級制度には影響しません。
・初度登録からの経過年数にかかわらず購入金額を補償します。
・主にバイクに乗る方（被保険者）が申込時点で25歳以上の場合に加入できま
す。
・排気量が125cc超のバイク、または定格出力1.0kW超の電気バイクが対象で
す。

購入金額100万円の国産バイ
クで全損・半損・盗難に加入し
た場合
82,515 円/1年

WEB
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少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

車両 車両専用保険
みんなのスポーツ

サイクル保険

「全損＋半損＋盗難、3つの安心補償をセット。あなたのサイクルライフをまも
ります」
・交通事故による車両破損や車両盗難に備えられる自転車用車両保険です。
・新車、中古車にかかわらず加入が可能で、ロードバイクだけでなく、ＭＴＢや
クロスバイクも加入可能です。
・サイクルコンピューターなどの付帯パーツも保険の対象に含まれます。
・購入時からの経過年数にかかわらず購入金額を補償します。
※同一の補償内容の商品を、保険サイト「保険市場」向けには「BICYCLE保険」
として、au損保と当社のコラボレーション商品「すぽくるプラス」では「すぽく
る」として、販売しています。

購入金額30万円のロードバイ
クの場合
9,900円/1年

WEB

傷害
賠償責任

車両

交通事故傷害・
個人賠償
責任保険/

車両専用保険

W安心保険プラン
すぽくるプラス

・au損保と当社のコラボレーション商品です。
・au損保が販売するケガ・賠償責任保険「自転車向け保険Bycle」と、当社が販
売する「スポーツサイクル専用車両・盗難保険　すぽくる」双方の申し込みが同
時に可能な商品です（それぞれ単独での加入も可能です）。

(Bycle)
本人タイプ・一時払・ブロンズ
コースの場合
3,790円/1年

(すぽくる)
購入金額10万円のスポーツサ
イクルの場合
3,300円/1年

WEB

車両 車両専用保険
HARLEY｜

車両+盗難保険™

「車両全損特約・車両半損特約・車両盗難特約、3つの安心であなたのハーレー
ライフをまもります」
・ハーレーオーナー限定の保険です。
・ハーレーライフを満足させる、充実の補償プログラム。いざというときに、あ
なたに安心を届けます。
・この保険だけの単独加入が可能です。
・保険金をお支払いしても任意保険の等級制度には影響しません。
・初度登録からの経過年数にかかわらず購入金額を補償します。

HARLEY ｜ 車両＋盗難保険™ はSBI日本少額短期保険株式会社が販売するバイ

ク用車両保険（正式名称：車両専用保険）です。
© H-D 2021. Harley, Harley-Davidson およびバー＆シールドロゴの商標は全
てH-D U.S.A., LLC に帰属します。

バイク「HARLEY-
DAVIDSON　FORTY-
EIGHT®」購入金額150万円
全損・半損・盗難に加入した場
合
74,815 円/1年

WEB

車両 車両専用保険 YSP車両保険

「交通事故からあなたの愛車を守るYSP専用保険誕生！」
・ヤマハバイク専門ディーラー<YSP>専用の保険です。
・交通事故による全損に対応する「車両全損特約」、半損に対応する「車両半損
特約」の2つの特約を組み合わせて補償内容をカスタマイズできます。
・この保険だけの単独加入が可能です。
・保険金をお支払いしても任意保険の等級制度には影響しません。
・初度登録からの経過年数にかかわらず購入金額を補償します。
・排気量が125cc超のバイク、または定格出力1.0kW超の電気バイクが対象で
す。

バイク「XSR900」購入金額
105万円
全損・半損に加入した場合
68,805円/1年

WEB

アスモ少額短期保険
株式会社

飛田　浩志
東京都渋谷区
代々木3-28-6　
いちご西参道ビル5F

03-
6300-
6240

https://ww
w.asmo-
ssi.co.jp/

傷害
費用

介護サポート総合
保険(高齢者向け住
宅入居者傷害入院
特約・高齢者向け
住宅損害補償特約)

てんとうむし

「有料老人ホーム、サービス付高齢者向住宅、特別養護老人ホーム等、高齢者向
け住宅にお住まいの方専用に開発された保険です。」
1 施設内、外出時、一時帰宅時等でのケガによる入院の保障
2 誤って施設の備品や他人の持ち物等を壊してしまったときの弁済補償
・保険期間は1年で100歳まで自動更新となります。
・加入年齢は60～95歳で、要介護認定がされている方でもお申込みいただけま
す。

倶楽部60
高齢者向け住宅損害補償特約付
加
9,400円/年

代理店
通販
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少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

介護

介護サポート
総合保険

(重度介護特約
・軽度介護特約)

介護その時に

「人生100年時代を乗り切るための介護保障保険です」
・公的介護保険の要介護認定と連動しているのでシンプルです。
・要介護4または5と認定された場合、一時金をお支払します。
・軽度介護特約により、要介護2または3と認定された場合、一時金をお支払しま
す。
・介護保障に絞っているので、お手軽な保険料になっています。

お手頃プラン
重度介護保険金額200万円
軽度介護給付金額30万円
70歳男性：1,315円/月
70歳女性：1,066円/月

代理店
通販
WEB

さくら少額短期保険
株式会社

太田　暁宏

東京都豊島区
東池袋一丁目12番5号
東京信用金庫本店ビル
10F

03-
5951-
1090

https://ww
w.sakura-
ssi.co.jp/

費用 弔慰見舞金保険 ソラティア

「弔慰見舞金制度をワンストップでサポート」
万が一に備える弔慰金制度を、力強くバックアップ。
 死亡、入院、重度障害から火災、風水災、地震災害まで、幅広く保障します。
・病気から地震災害まで充実の保障内容
・お客様の状況に合わせた、保障の選択が可能
・年齢群区分が変わらなければ、保険料はずーっと同じ
・簡単な告知のみで、医師の診断は不要。
・保険期間は1年で、契約更新時に契約内容の変更が可能で、しかも被保険者の中
途加入も可能 
※入院保障に関しては、2015年7月で売り止め（更新は可）

しっかりプランの場合
(左記全ての保障を担保)
被保険者平均年齢40歳
被保険者数60名の場合
907円

代理店

費用
通信端末修理
費用補償保険

モバイル保険

「モバイルの拡がりから生まれた新しい保険」
被保険者が所有または使用する通信端末に外装破損、損壊、水濡れ全損、故障等
が生じ、修理費用を負担したとき、または修理不能となった場合に保険金を支払
う費用保険です。
・年間10万円まで何度でも補償
・同一契約で3端末まで補償
・端末買替時も継続補償

月額　700円
代理店
WEB

株式会社メモリード・ライフ 高原　芳信
東京都千代田区
神田猿楽町2-8-16
平田ﾋﾞﾙ6Ｆ

03-
3233-
0211

https://ww
w.memolead
life.co.jp/

費用
結婚式キャンセル

費用補償保険
結婚式あんしん
プランブーケ

「結婚式の安心を演出する保険です」
・結婚式を予定されている新郎・新婦等に不測の事態が発生し、結婚式をキャン
セルした場合の結婚式キャンセル費用等を補償する保険です。
「せっかく楽しみにしている結婚式なのに、不測の事態のキャンセル費用の心配
なんてしたくない！」そんなお二人にあんしんをお届けします。
・新郎新婦他所定の親族の死亡や7日以上の継続入院、災害等により結婚式をキャ
ンセルした場合の「キャンセル費用」の補償を中心に、結婚式当日の式場や貸衣
装の修理費用、新郎新婦が入院した場合や招待客が救急搬送された場合のお見舞
費用を補償します。

■プラチナプラン
(結婚式中止費用保険金500万
円)
・30,000円(一時払)
■その他
・ダイヤモンドプラ
ン:40,000円
・ゴールドプラン:15,000円
の3プラン
※各プランの保険料は一時払

代理店

Chubb少額短期保険
株式会社

篠原　俊裕

東京都品川区
北品川6-7-29
ガーデンシティ品川
御殿山

03-
6364-
7300

http://ssi.c
hubb.com

賠償責任 賠償責任保険 マイルームプラン

「借用住宅ご入居者の皆様向けに万が一事故が起こった時のための家財の保険
と賠償責任保険の2つをセットした保険です」
・「新・家財総合保険」は、火災、落雷、破裂・爆発、盗難など万が一の事故の
時、大切な家財をお守りし、各種の修理費用を付帯した保険です。
・修理費用の補償範囲を拡張した「修理費用拡張補償特約」、死亡を原因とする
修理費用を増額し、遺品整理費用を追加した「修理費用拡張補償特約ワイド」を
付帯することができます。
・「賠償責任保険」は、借用住宅を火災等で損壊した場合の大家さんへの賠償責
任と借用住宅の使用や管理または日常生活での事故による第三者への賠償責任を
補償する保険です。

お客様のニーズに合った契約パ
ターンからお選びいただけま
す。

代理店

賠償責任 - テナント総合保険 テナントケア

「ビジネス上のさまざまなリスクに備え、補償がひとつにパッケージされたテ
ナント専用の保険です」
・「テナント総合保険」は、火災、落雷、破裂・爆発、盗難などの事故による借
用物件に収容された業務用の商品、什器備品などをお守りする保険です。
・「テナント借家人賠償責任保険」は、借用物件を火災等で損壊した場合の大家
さんへの賠償責任を補償する保険です。
・「テナント施設賠償責任保険」は、借用する物件の使用、管理または業務遂行
に起因する事故により第三者への賠償責任を補償する保険です。

お客様のニーズに合った契約パ
ターンからお選びいただけま
す。

代理店
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少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

ＡＢＣ少額短期保険
株式会社

大石　雅矢
東京都千代田区
丸の内3-1-1

0120-
369-
815

https://ww
w.abc-
hoken.co.jp
/

費用
捜索・救助
費用保険

レスキュー費用保険

「山と生きる保険」
・日本国内で野外活動（海での活動を除く）中に遭難事故に遭った際、捜索・救
助に要した費用を填補する保険です。
・被保険者の捜索・救助活動により生じた費用（人件費・日当、装備費、保険
料、交通費、食糧費、ヘリコプター運航費用など）を最高300万円まで補償しま
す。
・捜索・救助活動により費用が生じなかった場合であっても、捜索・救助対応費
用として一律5万円を支払います。ご家族の駆け付け交通費や被保険者の医療費な
どとしてお役立てください。）

年払保険料 4,000円 通販

ジック少額短期保険
株式会社

菅沼　敏和
千葉県東金市
東岩崎15-6

0475-
50-
2240

https://ww
w.jicc-
ssi.com/

費用
賃貸住宅利益・

費用保険
賃貸経営

サポート保険

「賃貸経営を営む家主・管理会社向けの利益・費用保険です」
・孤立死事故により賃貸住宅が「事故物件」となり、空室期間の発生や家賃値下
げなどの家賃に係る損害が発生した場合に、事故時の家賃に基づき定額保険金を
一括して支払う画期的な利益保険です。また孤立死事故の場合は、事故に伴う原
状回復費用を補償します。

家賃により保険料を決定
・月額家賃5万円の場合の月払
保険料100円
・保険金額は家賃収益等損害保
険金が家賃の10.8か月分(一括
払)

代理店

費用 -
エンディング

費用保険
同左

「賃借人が死亡した場合の賃貸住宅の原状回復費用等を補償する保険です」
・賃貸住宅内で賃借人が孤立死したことにより、賃貸住宅に損害が発生し原状回
復費用が生じた場合で、費用を負担すべき賃借人の法定相続人または賃貸人に原
状回復費用を補償。更に賃貸住宅外で死亡した場合の賃貸住宅内に残された遺品
を整理、片付け費用を補償する保険。

保険料2000円(1年)
保険金額
孤立死原状回復費用　100万
円
遺品整理費用　50万円

代理店

株式会社学校安全共済会 鈴木　克彦
静岡県沼津市
大塚141番地

055-
966-
7622

https://gak
ko-
kyousai.gen
ki1.net/

傷害
賠償責任

―
児童・生徒
総合保険

―

「多くの児童や生徒に、安心・安全を提供します」
・公立小・中学校の児童・生徒を被保険者とし、学校内及び日常生活の中で起こ
した事故を補償する保険です。
・補償の内容は傷害通院、傷害入院保険金、疾病入院保険金、死亡保険金、前歯
の破折費用保険金、メガネ修繕費用保険金、賠償損害保険金があります。
・学校内の事故については、校長先生のご確認を頂いています。
・年に一回、4月に募集をしています。

小学生：3,000円/年
中学1・2年生：3,000円/年
中学3年生：2,750円/年

直販

JMM少額短期保険
株式会社

村松　幹夫
神奈川県横浜市
南区吉野町3-7
ヘンミビル2F

045-
252-
7779

http://www
.jmm-
corp.jp/

傷害
婚礼・葬儀
参列者傷害

保険

婚礼参列者
傷害保険

葬儀参列者
傷害保険

「参列者1人ひとり補償します」
・結婚式や葬儀式の参列者傷害保険です。
・契約者は結婚式・葬儀式の主催者またはサービスを提携する事業者で、補償対
象者(被保険者)は参列者となります。主催者側から参列者へ向けた気配りの保険で
す。
・保険期間は、式当日の1日間(午前0時～24時間補償)です。式場に向かう途中や
遠方などの帰り道も安心です。
・補償内容は、傷害死亡保険金(300万円)・入院保険金(日額12,000円×入院日
数)・通院保険金(日額6,000×通院日数)です。
・保険料は、参列者(被保険者)1人100円です。
・入院・通院合わせて支払う場合、80万円が限度です。

被保険者1名あたり
100円/日

代理店

アイアル少額短期保険
株式会社

安藤　克行
東京都中央区
日本橋大伝馬町1-3
AskaⅤ日本橋ビル2F

03-
5645-
2111

https://ww
w.air-
ins.co.jp/

費用
賃貸住宅管理

費用保険(2020)
無縁社会のお守り

「賃貸住宅の経営リスクを軽減する保険です」
・被保険者（賃貸住宅オーナー様または管理会社様）が所有等する賃貸住宅内
で、孤独死・自殺・犯罪死が発生した場合の1原状回復費用保険金（1事故あたり
支払限度額100万円）と2家賃保証保険金（同200万円・12か月限度）等をパッ
ケージにした商品です。
・上記のような死亡事故が起きてしまったら・・・特殊な清掃や消臭、遺品整理
に高額な費用がかかるのが現実です。また、次の入居者が決まるまで長期間を要
することがあります・・・そんな万一の場合にお役に立てる保険です。

1戸室あたり月額保険料＜家賃
保証保険金支払割合80％のと
き＞：(契約戸室数により)280
円～390円

代理店
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少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

あんしん少額短期保険
株式会社

山本　賢寿
埼玉県さいたま市
大宮区上小町535

048-
658-
2810

https://ww
w.ansin-
ssi.com/

介護
介護一時金付

定期保険
みんなのキズナ

「公的介護保険の最も軽い要支援1認定から介護一時金を給付します。【介護保
険】」
・新規加入年齢は40歳〜84歳で84歳まで契約を更新できます。
・1日あたり約50円の保険料で、3つの「傷害死亡保障」「死亡保障」「介護一
時金」を保障します。
・医師の診査も不要で8つの健康告知に該当しなければご加入可能です。
・リビング・ニーズ特約で余命半年を宣告されたら、特約保険金を全額前払しま
す。
・あんしん倶楽部に自動加入で加入者サービスも充実しています。

50～54歳 女性
介護一時金 565,000円
普通死亡保険金額 1,883,300
円 
傷害死亡保険金額 1,883,300
円
月払保険料 1,500円

代理店
営業社員

通販
WEB

AWPチケットガード少額短期保険
株式会社

パトリシア・
ムーン

東京都品川区
東品川4-12-8
品川シーサイドイース
トタワー2F

03-
5783-
7690

https://ww
w.ticketguar
d.jp/

費用
不使用チケット費

用補償保険
チケットガード

「万が一、行けなくなったときに備えて チケットにかける保険」
・チケット使用予定者が保険期間中に急な病気やけが、ご家族の入院、交通機関
の遅延、突然の出張命令等でやむを得ずイベント観覧、参加等が出来なかった場
合にチケット代金を補償する保険です。
・同行予定者に上記事由が発生しイベントに行けなくなった事で、チケット使用
予定者がイベントに行けなかった場合も補償対象となるのが特徴です。
・現在は、一部地域を除く全国エリアで日時と場所を指定の上開催される、音
楽、演劇、スポーツ等の公演、上演、興行等のイベントが対象です。

チケット代金*5,000円の場合
560円
＊チケット代金とはチケットを
購入するために要した金額で最
大20万円までです。

WEB

費用
不使用チケット費
用補償保険(商品付

帯特約)
チケットガード

「不使用チケット費用補償保険商品付帯特約」
・イベントチケットをお取扱いするチケット販売事業者様がご契約者となり、販
売するイベントチケットに景品として保険を付帯させることができるものです。
・特約付のチケットをご購入されたお客様は、被保険者となります。
・お客様にとっては、保険申込のお手続きや保険料負担の必要がなく、利便性が
格段に向上しております。
・補償内容は既存の商品と同様です。

チケットを購入するお客様は保
険料ご負担の必要がありませ
ん。

WEB

費用
旅行キャンセル費

用補償保険(搭乗等)
チケットガード

「思いがけず、旅行に行けなくなってしまったこと、ありませんか？」
・航空会社等が販売する航空チケットを対象とした保険で、飛行機に搭乗予定の
方が、急な病気やけが、ご家族の入院、空港までの交通機関の遅延、宿泊出張等
で搭乗できなかった場合に、航空会社等から払戻しされない額を補償する保険で
す。
・「不使用チケット費用補償保険」と同様、同行予定者の事由発生の場合も1名ま
で補償が適用されます（同伴者事由）。
・補償内容は既存の商品と同様です。

旅行代金*5,000円の場合
570円

WEB

費用
旅行キャンセル費
用補償保険(企画旅

行等)
トリップキャンセル

「突然の旅行キャンセルでもキャンセル費用が戻ってくる」
・旅行業者等が提供する移動と宿泊がセットになった募集型企画旅行を対象とし
た保険で、旅行にご出発する予定の方が、急な病気やけが、ご家族の入院、出発
地までの交通機関の遅延等で出発できなかった場合に、旅行会社等から払戻しさ
れない額を補償する保険です。
・補償内容は既存の商品とほぼ同様ですが、業務出張事由、同伴者事由は補償の
対象にはなりません。
・商品付帯特約により、旅行販売業者等が契約者となり保険料を負担し、販売す
る旅行商品に保険を付帯することができます。

旅行代金*50,000円の場合
1,510円

WEB

費用 ー
旅行キャンセル費

用補償保険(宿泊等)
-

「ホテルだけの手配でもキャンセル費用を補償します」
・旅行会社等が販売する宿泊施設を対象とした保険で、宿泊する予定の方が、急
な病気やけが、ご家族の入院、宿泊施設に向かう交通機関の遅延等でチェックイ
ンできず、部屋が不使用となった場合に旅行会社等から払戻しされない額を補償
する保険です。
・補償内容は既存の旅行キャンセル費用補償保険（搭乗等）とほぼ同様ですが、
補償は部屋単位となります。
・商品付帯特約により、旅行販売業者等が契約者となり保険料を負担し、販売す
る宿泊商品に保険を付帯することができます。

宿泊代金10,000円の場合
600円

WEB
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少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

費用 ー
ロードサービス費

用補償保険
-

「故障等で発生するロードサービス費用を補償します」
・故障等で自力走行不可等になった場合に、車両搬送・牽引費用、バッテリー
ジャンプ等の現場応急処置費用を補償します。
・故障修理費用補償特約、新品タイヤ交換費用補償特約、代替交通費用補償特約
など複数の特約があり、これらを組み合わせることにより、さらに充実した補償
が可能となります。
・商品付帯特約により、自動車販売業者が契約者となり保険料を負担し、販売す
る車両に保険を付帯することができます。

1,500cc未満の自動車(車齢5
年まで)に商品付帯特約・故障
費用補償特約をつけた場合
4,500円

代理店

ワーカーズ・コレクティブ共済
株式会社

島田　純子
神奈川県横浜市
中区南仲通4-39
石橋ビル3F

045-
662-
4346

https://ww
w.wco-
kyousai.com
/

所得保障
ワーカーズ・コレ

クティブ所得
保障共済

W.Co共済

「もうひとつの働き方のために･･･自前の労働保障共済です」
・加入は、15歳以上の方です。
・保障は2つ、就業中傷害保障と休業保障(病気やケガなどで仕事を休んだ時の所
得保障）があります。
・「お互いさまのたすけあい」を基本とし「病気やケガで給付を受けることに
なったメンバー」を 「元気に働けるメンバー」が助ける相互扶助の制度です。

1,000円/月
12,000円/年

特定チャネル
(一般販売なし)

トライアングル少額短期保険
株式会社

栗原　健

東京都文京区
小石川2-1-2
ユニオン小石川第１ビ
ル902

03-
4530-
4171

https://ww
w.triangle-
life.co.jp/

車両 自動車部品保険
パーツケア

パーツケアライト

「事故以外の愛車の故障で修理が必要になった時のニーズにお応えする保険で
す」
・国産の自家用乗用車、自家用貨物車が対象となります。
・保険金は200万円（1年間限度）です。
・保険料は排気量（4区分）、年式（5区分）、走行距離（4区分）で
　決まります。
・保険期間は1年間もしくは2年間です。

パーツケアプラン
(対象項目最多プラン)
排気量:660cc超～2000cc迄
走行距離:5万Km超～7万Km
迄
年式:4年超～6年以内
以上の場合1,180円(月払)

代理店
通販
WEB

傷害 傷害保険
おまもりがわり

(傷害保険)

「40歳～89歳までお申込み可能なケガの保険です」
・40歳から89歳までお申込いただけます。
・保険期間は1年間、99歳まで契約を更新することが出来ます。
・3つのプランから検討が可能です。
・賠償責任危険補償特約が付帯されます。
・法人契約が可能です。

しっかりプラン
・入院保険金日額:5,000円
・手術保険金:25,000円
・通院保険金日額:2,500円
・骨折保険金:5,000円
70歳女性：3,000円(月払)

代理店
通販

盗難 自転車盗難保険 RIDE　ON
「いざという時も乗り続けられる安心をご提供する自転車盗難保険です」
・PC、スマホ、タブレット等よりお申込いただけます。
・自転車購入価格の70％が2年間補償されます。

自転車購入金額100,000円の
場合、保険料5,566円 WEB

日本ペット少額短期保険
株式会社

川本　芳夫
東京都港区
西新橋2-35-2
ハビウル西新橋9階

03-
6550-
9866

https://ww
w.nihonpet.
co.jp/

費用
生活総合事故臨時

費用保険
ミニカバくん

「自動車保険にプラスアルファ、いざという時の負担を臨時費用でしっかりカ 
バー」 
・自動車保険とは別に、自動車同士や自動車と人との賠償事故で定額の臨時費用 
をお支払いします。 
・一つの契約で家族全員の運転をまとめて補償します。 
・所有する車はもちろん、知人の車・レンタカー等の運転中も補償します。 
・保険料は一定です。年齢や事故歴による変動もありません。 
・ご自身の死亡・入院保険金もございます。 
・ペットや住まいの事故の臨時費用を補償する特約もご用意しております。

自動車事故臨時費用7万円コー 
スの場合 10,250円/年

代理店
WEB
通販
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少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

プリベント少額短期保険
株式会社

花岡　裕之

東京都中央区
日本橋人形町3-3-13
人形町フォレストビル
6F

03-
3662-
5341

https://ww
w.preventsi.
co.jp

費用 弁護士費用保険
弁護士費用保険

Mikata

「日本初！日常生活のトラブルを幅広く補償する弁護士費用保険です」
・ご加入後に生じた日常生活のトラブル（不法行為、売買や雇用等の契約その他
のトラブル）の早期解決のため、2種類の弁護士費用保険金で補償します（保険期
間1年）。
・法律相談料保険金：弁護士への法律相談費用を補償します（限度額10万円/
年）
・弁護士費用等保険金：弁護士へトラブルの解決を依頼したときの費用を、トラ
ブルの種類に応じて補償します（限度額300万円/事件）。
・年間のお支払限度額は500万円です（被保険者1名あたり通算1,000万円限
度）。
・付帯サービスとして、弁護士直通ダイヤル（相談無料）、弁護士紹介サービス
（保険金支払対象の場合）をご利用いただけます。

2,980円/月～
家族特約を付帯する場合は特約
被保険者1名あたり、1,500円
/月～

WEB

費用 弁護士費用保険
弁護士費用保険
事業者のミカタ

「事業を守るために、今できることを。」
・ご加入後に生じた事業活動に降りかかるトラブル（代金・債権回収のトラブ
ル、損害賠償請求、契約その他のトラブル）の早期解決のため、2種類の弁護士費
用保険金で補償します（保険期間1年）。
・「事業者のミカタ」は6つのタイプからお選びいただけます。
・法律相談料保険金：弁護士への法律相談費用を補償します（限度額10万円～
30万円/年）
・弁護士費用等保険金：弁護士へトラブルの解決を依頼したときの費用を、トラ
ブルの種類に応じて補償します（限度額50万円～200万円/事件）。
・年間のお支払限度額は100万円～400万円です（1被保険者あたり通算500万
円～2,000万円限度）。
・付帯サービスとして、弁護士直通ダイヤル（相談無料）、弁護士紹介サービス
（保険金支払対象の場合）をご利用いただけます。

5,160円/月～ WEB

チューリッヒ少額短期保険
株式会社

天川　仁
東京都中野区
東中野3-14-20

03-
6830-
5855

https://ww
w.zurichssi.
co.jp/

費用
旅行キャンセル
費用補償保険

ミニケア旅の
キャンセル費用保険

「旅行をキャンセルした場合に発生する費用を補償する保険です」
「ミニケア旅のキャンセル費用保険」は死亡や傷害・疾病などにより旅行を中止
した場合に発生した旅行のキャンセル費用について保険金をお支払します。企画
旅行、航空券等、宿泊、レンタカーのご予約が対象となります。

保険料例：4,630円
※10万円の航空券を予約した
場合

WEB
代理店

少額短期保険ハウスガード
株式会社

加科　真
東京都港区
海岸3-20-20

03-
6718-
9240

https://ww
w.hg-
ssi.com/

費用
賃貸住宅経営

あんしん補償保険
オーナーズガード

「オーナー様の賃貸住宅経営をしっかりガード」
・賃貸住宅を経営されるオーナー様に必要な「家賃補償」と「入居者死亡費用補
償」を用意しており、それぞれ単独でもセットでも棟単位でご加入いただけま
す。
・火災・水災等の事故により賃貸住宅が損害を受け、その復旧期間中に家賃の損
失が生じた場合、最大6か月分の家賃を補償します。
・入居者が戸室内で死亡した場合の、戸室の修理費用と遺品整理費用を補償すと
ともに、事故時諸費用保険金をお支払します。

1棟6室、総月額手取り家賃36
万円で、家賃補償・入居者死亡
費用補償セット加入の場合(保
険料は月払い)
1,836円／月(年間22,032円)

代理店

マイホームプラス少額短期保険
株式会社

中野　祝
東京都西東京市
西原町1-2-2

0120-
877-
411

https://my
homeplus.jp
/

費用 地震補償保険
戸建住宅専用　地震
補償保険　マイホー

ム・フィット

「戸建住宅購入者のための地震補償保険です」
・コースはＡ、Ｂの2種類。保険金は補償額を上限（最大1,000万円）とする一
括支払いです。
・補償内容は地震による倒壊・火災・火山の噴火による埋没・津波。
・築年数が昭和56年6月以降であればご加入出来ます。
・津波の補償の有り無しをご選択可能です。
・火災保険とのセットではなく単独でご加入出来ます。
・他社地震保険との併用により補償額不足を充当することも可能です。
・地方自治体発行の罹災証明書により、全損、半損、一部損に応じて保険金をお
支払いします。

地震Ａ型
補償額1,000万円の場合
月額1,141円
年払い12,839円

通販
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少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

費用 火災保険
戸建住宅専用　火災
保険　マイホーム・

フィット

「戸建住宅購入者のための火災保険です」
・コースはＡ、Ｂ、Ｃの3種類。保険金は補償額を上限（最大1,000万円）とす
る一括支払いです。
・補償内容は火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹災、雪災、水災。
・築年数が昭和56年6月以降であればご加入出来ます。
・シンプルな補償内容としたことでリーズナブルな保険料を実現しました。
・保険料は全国一律料金となっています。

火災Ａ型
補償額1,000万円の場合
月額494円
年払い4,371円

通販

住生活少額短期保険
株式会社

斉藤　武司
東京都墨田区
両国2-10-14
両国シティコア17F

0120-
989-
616

http://www
.js-
ssi.co.jp/

費用 既存住宅設備保険 ―

「既存住宅に設置の住宅設備（最大30種類）を幅広く補償します」
・住宅設備の故障や不具合の修理費用を補償します。
・事故の都度、各設備ごとに、保険金額を限度として補償します。
・保険金をお支払した場合でも、その後における保険金額は減額されません。
・水回りの応急措置や、玄関のカギ開け、窓ガラスの応急処置等、緊急時に対応
する「駆けつけサービス」が付帯されています。
・災害により損害が生じた場合に見舞金をお支払する「災害見舞金特約」があり
ます。

15万円プランの場合
13,810円/1年
25,320円/2年

代理店

費用 住設機器保険
住生活の住設

修理補償

「暮らしに欠かせない住宅設備機器が故障した際の修理費用の補償が受けられる
安心のサービスです」
・製造から30年以内の設備の修理費用を補償します。
・最大20種類の住宅設備をまとめて補償します。
・充実の補償プランがあります。
・災害により損害が生じた場合に見舞金をお支払する「災害見舞金特約」があり
ます。

15万円プランの場合
18,320円/1年
32,570円/2年

代理店

エール少額短期保険株式会社 榛沢　知司
 東京都中央区
湊2-2-8CKビル4階

03-
5542-
3801

https://yell
-lpi.co.jp/

費用 法務費用保険 コモンBiz

「中小企業の弁護士費用を補償する保険です」
・中小企業・個人事業主における法的トラブル解決にかかる弁護士費用を補償す
る費用保険です。
・加入プランはプレミアム、スタンダード、エコノミーの3プランからお選びいた
だけます。
・弁護士検索サポートや弁護士直通ダイヤル、リーガルチェック相談サービス、
冤罪ヘルプナビなど充実した付帯サービスをご利用できます。

54,000円(プレミアムプラン
／月額)
22,800円(スタンダードプラ
ン／月額)
11,800円(エコノミープラン
／月額)

代理店
WEB

費用 法務費用保険 コモン

「個人トラブルに対する弁護士費用を補償する保険です」
・個人に突然降り掛かる法的トラブル解決にかかる弁護士費用を補償する費用保
険です。
・加入プランはステイタス、レギュラーの2つのプランからお選びいただけます。
・ハラスメントヘルプナビ、ネットストーカーヘルプナビ、弁護士検索サポー
ト、弁護士直通ダイヤル、冤罪ヘルプナビなど充実した付帯サービスをご利用で
きます。

5,100円(ステイタスプラン／
月額)
2,200円(レギュラープラン／
月額)

代理店
WEB

費用 法務費用保険 コモンLite

「個人トラブルに対する弁護士費用を補償する保険です」
・個人に突然降り掛かる法的トラブル解決にかかる弁護士費用を補償する費用保
険です。
・コモンLiteはお手軽な保険料で加入いただけるプランです。
・ハラスメントヘルプナビ、ネットストーカーヘルプナビ、弁護士検索サポー
ト、弁護士直通ダイヤル、冤罪ヘルプナビなど充実した付帯サービスをご利用で
きます。

1,180円(ライトプラン／月額)
代理店
WEB

リボン少額短期保険
株式会社

織戸　四郎
神奈川県川崎市
川崎区駅前本町
11-1-13F

044-
544-
1111

https://ribo
n.com/

賠償責任 賠償責任保険 リボン認知症保険
「認知症の方が起した事故や損害を補償する賠償責任保険です」
・補償プランは500万円と1000万円の2種類から選択できます。
・年齢に関係なく既に認知症の方も加入できます。

500万円補償プラン
年間19,800円

1000万円補償プラン
年間24,800円

通販
WEB
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少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

株式会社justInCase 畑　加寿也

東京都中央区
日本橋茅場町1-8-1
茅場町一丁目平和ビル
702

03-
4590-
7602

https://just
incase.jp/

費用 スマホ保険
アプリで完結するお
トクなスマホ保険

「安全利用度に応じて月々の保険料が割引になるお得なスマホ保険です」
・一定期間無事故で保険料が4か月後から平均30%割引されます。
・新品だけでなく、中古スマホやSIMフリースマホも対応しています。
・キャリアから格安SIMに引っ越して補償がなくなったときもOKです。
・保険契約中の機種変ももちろんOKです。
・契約期間は3ヶ月毎の自動更新！更新ごとに修理費用の支払上限額はリセットさ
れます。
・独自AIが毎日スマホの安全利用度（安全スコア）をチェック！

iPhone  SE(第二世代）
割引前月額保険料 390円
修理補償上限額 50,000円

加入後4か月後から平均30％
割引適用後の月額保険料は
273円

WEB

傷害 １日ケガ保険
アプリでスマートに

入れる、
1日単位のケガ保険

「アプリでスマートに入れる、1日単位のケガ保険です！」
・旅行・出張・レジャーの直前に、アプリから必要な時だけ簡単に加入すること
ができます。
・シンプル・簡単加入で、当日でも加入が可能です。
・他人にケガを負わせてしまったり、遭難したときのレスキュー費用にも対応し
ています。

自転車保険
30歳～34歳男性
1年間プラン
月額保険料　297円

WEB

東急少額短期保険株式会社 片岡　純一

東京都渋谷区
道玄坂1-10-8
渋谷道玄坂東急ビル9
階

03-
6416-
1617

https://ww
w.tssi.co.jp/

傷害 傷害保険 スマQsnow

・ゲレンデでの事故やケガのリスクに“必要な分だけ”備えることができます。
・保険期間が1日単位なので、ムダがありません。
・1日200円からとお手頃な保険料を実現しました。
・スマホで簡単。移動時や待機中などちょっとした合間にお申込みいただけま
す。

日額200円
月額500円
年額6,000円
※保険期間1日から最長1年ま
でご自由にご選択いただけま
す。
※保険期間14日以下と保険期
間15日以上で補償内容が異な
ります。

WEB

傷害 傷害保険 スマQgolf

・ゴルフ場で起こる思わぬ事故やリスクに“必要な分だけ”備えることができま
す。
・保険期間が1日単位なので、ムダがありません。
・1日200円からとお手頃な保険料を実現しました。
・スマホで簡単。移動時や待機中などちょっとした合間にお申込みいただけま
す。

日額200円
※保険期間1日から最長14日
までご自由にご選択いただけま
す。

WEB

傷害 傷害保険 スマQplay/play+

・日常生活や様々なレジャーで起こる思わぬ事故やリスクに備えることができま
す。
・保険料負担の少ないライトなプランと充実補償のプランから、ご希望にあわせ
てご選択いただけます。
・スマホで簡単。移動時や待機中などちょっとした合間にお申込みいただけま
す。

スマQplay
年額3,720円
スマQplay+
年額5,000円
※保険期間は1年です。

WEB

ＺｕｔｔｏＲｉｄｅ少額短期保険
株式会社

岡田　志乃
愛知県名古屋市
中区千代田2-6-16

052-
212-
5116

https://zutt
oride-
ssi.co.jp/

車両 バイク車両保険
ずっとバイク

車両保険
バイクの交通事故による車両損傷を補償する保険です。
「全損」、選べる「分損」特約の組み合わせでプランが充実！
あなたに最適な補償をご提案いたします。

HONDA126cc以上の
自動二輪車
購入金額 800,000円税込

月払い
全損+ワイド　5,414円
全損+ミドル　4,334円
全損+スリム　3,457円
全損　　　 　2,490円

WEB

車両 バイク車両保険 ずっと自転車盗難
車両保険

自転車の盗難被害や交通事故による車両損傷を補償する保険です。
あなたの大切な自転車をしっかり補償し、安心の自転車ライフをサポートしま
す。

購入金額200,000円税込の自
転車

月払い
盗難+全損+ワイド878円
盗難+全損+ミドル790円
盗難+全損+スリム721円
盗難+全損　　  　637円
盗難                  502円

WEB
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少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

傷害 交通事故傷害保険 サイクルライド保険
賠償責任・ケガの補償で保険料月額165円から加入できる自転車保険です。
※ZuttoRide セーフティライド会会員限定の保険商品となります。

月払い
ミニ　165円～
スタンダード　236円～
シニア　783円

WEB

Mysurance
株式会社

川上　史人
東京都新宿区
西新宿1-26-1

0570-
666-
878

https://ww
w.mysuranc
e.co.jp/

費用 -
スマホ保険/

学生スマホ保険
スマホ保険/

学生スマホ保険

「スマホの画面割れ、盗難などスマホのトラブルを補償します。」
・月々200円から入れる格安SIMや格安スマホご利用者向けのスマホ保険です。
・月々200円で破損・汚損を補償するライトプランと破損・汚損のほか故障、水
濡れ、盗難・紛失さらにはデータ復旧補償もある充実のスタンダードプラン
（月々470円）の2プランが選べます。
・学生の方向けにスマホトラブルに関する法律相談サービスがセットされた「学
生スマホ保険」もご用意しております。

スタンダードプラン
月額470円
ライトプラン
月額200円

WEB

費用
宿泊

キャンセル保険
宿泊キャンセル保険

「Yahoo!トラベルで予約した国内宿泊予約のキャンセル料を補償します」
・Yahoo!トラベルで予約したヤフープラン（国内宿泊）の予約をキャンセルした
場合にかかるキャンセル料を補償する保険です。 急な入通院はもちろん、通院を
伴わない風邪や天候不良などの思いがけない理由によるキャンセルも補償対象と
なります。

旅行代金：25,000円
保険金額：25,000円
の場合

保険料：620円

特定チャンネル
(一般販売なし)

費用
旅行

キャンセル保険
旅行キャンセル保険

「Yahoo!トラベルで予約した旅行予約のキャンセル料を補償します」
・Yahoo!トラベルで予約したヤフーパック（国内宿泊+航空券）の予約をキャン
セルした場合にかかるキャンセル料を補償する保険です。 急な入通院はもちろ
ん、通院を伴わない風邪や天候不良などの思いがけない理由によるキャンセルも
補償対象となります。

旅行代金：100,000円
保険金額：100,000円
の場合

保険料：2,460円

特定チャンネル
(一般販売なし)

費用 フライト遅延保険 フライト遅延保険

「Yahoo!トラベルで予約した飛行機の遅延・欠航が発表されたためにかかった
費用を補償します」
・Yahoo!トラベルで予約したヤフーパック（国内宿泊+航空券）を対象に、予約
した飛行機の遅延・欠航が発表されたためにかかった費用を定額で補償する保険
です。 遅延・欠航情報はリアルタイムに管理しているため、スピーディーに保険
金をお受取りいただけます。

旅行人数：2名
保険金額：40,000円
の場合

保険料：1,600円

特定チャンネル
(一般販売なし)

費用 -
Travel

キャンセル保険
Travel

キャンセル保険

「国内旅行予約や国内航空券予約のキャンセル料を補償します」
・本人、同行者、お子さまの病気や急な業務出張などのやむを得ない事情で旅行
予約をキャンセルした場合にかかるキャンセル料を最大100％補償する保険で
す。
・宿泊旅行のほか日帰り旅行や国内航空券予約など国内の幅広い旅行予約が対象
です。
・旅行代理店での予約のほか、予約サイトや宿泊施設で直接予約した場合など、
どこで予約した旅行でもご加入いただけます。

旅行代金：25,000円
保険金額：25,000円
の場合

保険料：640円

WEB
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少額短期保険ガイドブック別冊　各社費用その他商品一覧

会社名 代表者 住所
電話番

号
ＵＲＬ QR 取扱種目 商品ロゴ 商品正式名称 ペットネーム 特徴 保険料例

販売
チャネル

あおぞら少額短期保険
株式会社

森田　智彦

東京都中央区
日本橋小網町8番2号
BIZMARKS日本橋茅
場町303号室

03-
4500-
2773

https://assi
.co.jp

費用 -
診療所

(クリニック)向け
法律相談保険

医療過誤相談保険
治療トラブル相談

保険

「歯科クリニックの経営リスクを回避させる
　新しいトラブル予防対策のサポートプランです」
・歯科医師及びその関係者向けの保険です。
・今後増加することが見込まれる医療訴訟に向けて、クリニック向けの弁護士に
よる相談費用を補償する保険です。
・当該保険は医療従事者を対象として、問題事象が起きた場合、これを原因事故
として法律相談料保険金を支払うものです。
・問題事象が発生した場合、診療所（クリニック）に法律相談に関する金銭的な
損失が発生しても、損害に対し最大で1000万円まで保険金で補うことが可能で
す。
・保険期間は1年間、保険料は年間60,000円です。

一律年60,000円 WEB

株式会社カイラス少額短期保険 池田　潔
愛知県名古屋市
中区錦2-13-30

03-
6261-
7661

https://kail
ash.co.jp/

費用 弁護士費用保険 メルシー

「日常生活のトラブルに頼れる弁護士費用保険です」
・保険料は月額2,500円、契約者に加えて追加保険料なしで配偶者・契約者の65
歳以上の実両親・契約者の30歳未満の未婚の実子まで補償します。
・委任時にかかる着手金の他、弁護士費用の中で大きくウェイトを占める報酬金
も補償対象です。
・トラブルに遭遇したときには、初回60分無料で法律相談ができる弁護士を紹介
します。

クレジットカード払い
2,500円/月払い
30,000円/年払い

口座振替払い
2,500円/月払い
28,975円/年払い

代理店
WEB

ジェイコム少額短期保険
株式会社

寺嶋　博礼
東京都千代田区
内神田2-3-9

03-
4216-
0900

https://ww
w.jcom-
ssi.co.jp/

費用
ネットあんしん

保険
ネットあんしん保険

「急増するネットトラブルに備える充実の補償」
インターネットを通じて他人との間に発生したトラブルの対応・解決のために要
した弁護士費用及び賠償責任、またスマートフォンやPCに保存されたデータが消
失または損傷した際の復旧費用を補償する保険です。充実の補償はもちろん、実
際にネットトラブルに遭遇した場合や不安を感じた際に、まず電話で相談ができ
る「ネットあんしんダイヤル」（ご契約者さま専用）を設置。お客さまに安心し
ていただけるようサポートいたします。

【保険金の種類】
・データ復旧費用保険金
・ネットトラブル法律相談費用保険金
・ネットトラブル弁護士費用保険金
 ※弁護士費用等の額×70％
・ネットトラブル賠償責任保険金

750円(月額)
代理店
WEB

ダブルエー少額短期保険
株式会社

山下　茂
神奈川県横浜市
都筑区茅ケ崎中央24-
1

045-
942-
0588

https://ww
w.aa-
ssi.co.jp/

費用
ブライダル
総合保険

Happy Wedding

「結婚式に安心をプラスする新郎新婦向けの保険です」
・結婚式がアクシデントにより開催できなくなった時の中止・延期費用と結婚式
当日の会場設備の破損・汚損や貸衣装の破損などを補償する保険です。
・中止・延期のキャンセル費用は、ご本人はもちろん、ご家族を含めた入院や新
型コロナウイルス感染症によるホテル療養や自宅待機、また、新郎新婦がお住い
の住宅が災害に遭って損害が発生した場合などが補償の対象になります。
・結婚式当日の補償は、会場設備の破損・汚損や貸衣装の破損に加え、招待客が
救急搬送された場合や新郎新婦が当日入院した時の見舞金費用も対象となりま
す。

＜ベーシックプラン＞　
結婚式中止費用保険金
150万円の場合
保険料：10,000円

代理店
WEB

12

https://assi.co.jp/
https://assi.co.jp/
https://dsmart-ins.com/
https://dsmart-ins.com/
https://www.jcom-ssi.co.jp/
https://www.jcom-ssi.co.jp/
https://www.jcom-ssi.co.jp/
https://www.aa-ssi.co.jp/
https://www.aa-ssi.co.jp/
https://www.aa-ssi.co.jp/

