
ポイントクラブ会員向け ご契約内容確認事項（意向確認事項）

★ポイントクラブ 任意加入 す。

★ご入会 あたり、お客さま ご希望を満たした内容 あるこ 、お申込みをするうえ 特 重要 事項が正しい内容 いるこ を、再度ご確認・ご

了解 うえお申し込みください。 

●入会期間中 家財 火災等 事故へ 備え し 火災保険が自動的 付保され います。

●保険金額や保険料等お客さま ご希望 お応え き い部分がございましたら、取扱代理店ま お申し出ください。

●次 項目 い 、お客さま ご希望 おり いるこ をご確認ください。

１．補償 内容（保険金をお支払いする場合、保険金をお支払い き い主 場合等） 

２．保険 目的 範囲 

３．保険金額  

４．保険期間 

５．保険料、払込方法、契約者配当金制度が いこ   

★入会申込書 『住所所在地』・『建物 構 ・用法』欄等 い 、すべ 正しい内容 いるこ をご確認ください。

ポイントクラブ会員向け 重要事項等説明書（契約概要・注意喚起情報）

こ 書面 、ポイントクラブ 家財補償 火災保険 関する重要 事項（「契約概要」「注意喚起情報」等） い ご説明し います 、内容を

十分 ご確認ください。 

ご契約内容 、保険種類 応じた普通保険約款・特約 よ 定まります。こ 書面 、ご契約 関するすべ 内容を記載し いるも ありませ

ん。 

詳細 い 普通保険約款、特約およびご契約 しおり等 記載し います。必要 応じ 損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイトをご参照いただく

か、取扱代理店また 損保ジャパン日本興亜 ご請求ください。 

更改契約 お客さま い 、前契約から契約内容が変更 る場合がございます。契約内容 変更点 い 十分 ご確認 うえ、ご加入くださ

い。 

用語 ご説明 
普通保険約款、特約およびご契約 しおり も用語 ご説明・定義が記載され います 、ご確認ください。 

 危険、告知事項、骨董、証書、損害、他 保険契約等、通貨等、盗難、破裂また 爆発、暴動、保険期間等 

約款 関する用語 

普通保険約款 基本 る補償内容および契約手続等 関する原則的 事項を定めたも す。 

特約 
オプション る補償内容 普通保険約款 定められた事項を特別 補充・変更する事項を定めたも

す。 

補償 対象（者）等 

関する用語 

保険契約者 損保ジャパン日本興亜 保険契約 申込みをされる方 、保険料 支払義務を負う方をいいます。 

被保険者 保険契約 より補償を受けられる方をいいます。 

保険 対象 保険契約 より補償される物をいいます。 

保険 対象  

関する用語 

預貯金証書 預金証書また 貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用 現金自動支払機用カードを含みます。 

乗車券等 
鉄道、バス、船舶もしく 航空機 乗車券・航空券（定期券を除きます。）、宿泊券、観光券また 旅行券を

いいます。 

評価および保険金

支払 関する用語 

復旧費用 
損害が生じた地および時 おい 、保険 対象を事故発生直前 状態 復旧するため 必要 費用（実

際 復旧し い場合 、修理を行え 要する 認められる費用）をいいます。 

復旧 伴 生じ

た残存物 
損害を受けた保険 対象を復旧する際 生じた、経済的 価値 ある残存物をいいます。 

再調達価額 
損害が生じた地および時 おい 保険 対象 同一 質、用途、規模、型、能力 も を再取得する

要する額をいいます。 

そ 他 

保険金 
普通保険約款およびセットされた特約 より補償される損害が生じた場合 損保ジャパン日本興亜がお支

払いすべき金銭をいいます。 

保険金額 
保険契約 より補償される損害が発生した場合 損保ジャパン日本興亜が支払うべき保険金 限度額を

いいます。 

保険料 保険契約者がこ 保険契約 基 い 損保ジャパン日本興亜 払い込むべき金銭をいいます。 



（１）ご加入前 おけるご確認事項

１．商品 名称 

個人用火災総合保険（ＴＨＥ すまい 保険） 

２．基本 る補償、保険 対象および保険金額 設定方法等 

①基本 る補償を構成する事故 概要および保険金をお支払いする主 場合 次 おり す。

【１．損害保険金】 

事故 区分 保険金をお支払いする事故 説明 お支払いする損害保険金 額 

①火災、落雷、

破裂・爆発

火災、落雷また 破裂・爆発をいいます。 次 算式 より算出した額 します。 

ただし、主契約 保険金額を限度 しま

す。 

※損害額 、再調達価額を基準

し 算出し、保険 対象を事故発生直

前 状態 復旧するため 必要 費用

をいいます。（再調達価額限度）

上記 かかわらず、通貨等、預貯金証書

等 盗難 場合 、１回 事故 き、１

敷地内ご 、下表 金額を限度 し 、 

損害額をお支払いします。 

損害額※－自己負担額（ し） 

＝損害保険金 

事故 種類 限度額 

通貨等、 

印紙、切手、 

乗車券等 

盗難 

２０万円 

預貯金証書

盗難 

２００万円また 家財

保険金額 いずれ

か低い額 

②風災、雹
ひょう

災、 

雪災 

台風、旋風、竜巻、暴風等 よる風災（洪
こう

水、高潮等を除きます。）、雹
ひょう

災また 雪

災（豪雪 場合 おけるそ 雪 重み、落下等 よる事故また 雪崩
だ れ

をいい、融

雪 洪
こう

水 漏入もしく 凍結、融雪 洪
こう

水また 除雪作業 よる事故を除きます。）を

いいます。ただし、風や雨 吹込み よ 生じた損害 い 、建物また

屋外設備・装置 外側 部分が風災 事故 よ 破損し、そ 破損部分から

内部 吹き込むこ よ 生じた損害 かぎります。 

※雪災 事故 よる損害が１回 積雪期 おい 複数生じた場合 あ 、お お

別 事故 よ 生じたこ が普通保険約款 規定 基 く確認を行 も お

明らか い き 、これら 損害 、１回 事故 より生じたも 推定します。 

③水災
台風、暴風雨、豪雨等 よる 洪

こう

水・融雪 洪
こう

水・高潮・土砂崩れ・落石等 水災 よ

、保険 対象が損害を受け、そ 損害 状況が次 （ア）また （イ） いずれ

か 場合をいいます。 

（ア）評価額 30％以上 損害が生じるこ

（イ） 保険 対象 ある建物また 保険 対象 ある家財を収容する建物が、床上

浸水を被 た結果、保険 対象 損害が生じるこ

お、床上浸水 、居住 用 供する部分 床（畳敷また 板張等 も をい

い、土間、たたき 類を除きます。）を超える浸水また 地盤面（床面が地盤面より

下 ある場合 、そ 床面をいいます。）より４５ｃｍを超える浸水をいいます。 

④建物外部から

物体 落下

飛来、衝突

建物 外部から 物体 落下、飛来、衝突、接触もしく 倒壊また 建物内部

車両もしく そ 積載物 衝突もしく 接触をいいます。 

⑤漏水 よる

水濡れ

給排水設備 生じた事故（そ 給排水設備自体 生じた損害を除きます。）また

被保険者以外 も が占有する戸室 生じた事故 伴う漏水、放水また 溢
い

水

よる水 濡 れをいいます。 

⑥騒 擾
じょう

・集団行

動等 伴う暴力 

行為 

騒 擾
じょう

およびこれ 類似 集団行動また 労働争議 伴う暴力行為もしく 破壊

行為をいいます。 

⑦盗難 よる盗

取・損傷・汚損

盗難 よ 保険 対象 い 生じた盗取、損傷、汚損をいいます。 

家財が保険 対象 ある場合 おい 、保険証券記載 建物内 おける生活用  

通貨等、預貯金証書等 盗難 場合 、右表 金額を限度 し 、損害額をお支

払いします。 

※家財 動物が含まれ いる場合 そ 動物 損害 い 、そ 動物を収容する保険証券記載 建物また 付属建物内 損害を受けたため、損

害発生後７日以内 死亡した き み保険金をお支払いします。また、家財 鑑賞用植物が含まれ いる場合 そ 鑑賞用植物 損害 い

、そ 鑑賞用植物を収容する建物また 付属建物内 損害を受けたため、損害発生後 ７日以内 枯死（そ 植物 生命が全く絶たれた状態をい

います。）した き み保険金をお支払いします。



【２．費用保険金】 

費用 区分 保険金をお支払いする場合 お支払いする費用保険金 額 

①地震火災

費用保険金

地震もしく 噴火また これら よる津波を直接また 間接 原因 する火災 よ

保険 対象が損害を受け、そ 損害 状況が以下 （ア）また （イ） いずれか

該当する場合。（地震等 より保険 対象が消失（建物が倒壊した場合等）した後

火災 よる損害が生じた場合を除きます。）こ 場合 おい 、損害 状況 認定

、保険 対象が家財 ある き これを収容する建物ご 行います。 

（ア）保険 対象が家財 ある場合 、そ 家財を収容する建物（共同住宅 ある場

合 、そ 家財を収容する戸室）が半焼以上 た き（注１）、また そ 家財が

全焼 た き（注２） 

（注１）建物が半焼以上 た き 建物 主要構 部 火災 よる損害額が、そ 

建物 協定再調達価額 20％以上 た場合、また 建物 焼失した部 

分 床面積 そ 建物 延べ床面積 対する割合が 20％以上 た場合を 

いいます。 

（注２）家財が全焼 た き 家財 火災 よる損害額が、そ 家財 再調達価 

額 80％以上 た場合をいいます。 

保険金額×５％ 

②残存物取片

け費用保険金

１．損害保険金 ①から⑦ま 損害保険金が支払われる場合 おい 、それぞれ

事故 よ 残存物 取片 け 必要 費用が発生した場合 
費用（損害保険金×１０％限度） 

③臨時費用

保険金

１．損害保険金 ①から⑦ま 損害保険金が支払われる場合 損害保険金×３０％ 

（１００万円限度） 

損害防止費用 保険契約者また 被保険者が火災、落雷、破裂また 爆発 よる損害 発生また

拡大 防止 ため 必要また 有益 ①から③ま 費用を支出した場合 、

そ 損害防止費用 実費をお支払いします。ただし、地震もしく 噴火また これら

よる津波を直接また 間接 原因 する火災 よる損害 発生また 拡大 防

止 ため 支出した費用 負担しません。 

①消火活動 ため 費消した消火薬剤等 再取得費用

②消火活動 使用したこ より損傷したも （消火活動 従事した者 着用物を含

みます。） 修理費用また 再取得費用

③消火活動 ため 緊急 投入された人員また 器材 かかわる費用（人身事故

関する費用、損害賠償 要する費用また 謝礼 属するも を除きます。）

実費（保険金額限度） 

②保険金をお支払い き い主 場合

１．次 （１）から（７）ま いずれか 場合 該当する事由 よ 生じた損害また 費用 対し 、保険金をお支払い きません。

（１）保険契約者、被保険者また これら 者 法定代理人 故意もしく 重大 過失また 法令違反

（２）（１） 規定する者以外 者が保険金 全額また 一部を受け取るべき場合 おい 、そ 者また そ 者 法定代理人 故意もしく 重大

過失また 法令違反。ただし、他 者が受け取るべき金額 い 除きます。 

（３）被保険者また 被保険者側 属する者 労働争議 伴う暴力行為また 破壊行為

（４）保険 対象 ある家財 置き忘れまた 紛失

（５）保険 対象 ある家財が保険証券記載 建物（保険 対象 ある家財を収容し いる付属建物を含みます。）外 ある間 生じた事故

（６）運送業者また 寄託 引受けをする業者 委託され いる間 保険 対象 い 生じた事故

（７）１．損害保険金 ①から⑥ま 事故また ２．費用保険金 ①地震火災費用保険金 事故 際 おける保険 対象 盗難

２．次 （１）から（３）ま いずれか 該当する事由 よ 生じた損害また 費用 対し 、保険金をお支払いするこ が きません。ただし、次

（２） 該当する場合 あ も地震火災費用保険金（２．費用保険金 ①）をお支払い きるこ があります。

（１）戦争、外国 武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ 他これら 類似 事変また 暴動

（２）地震もしく 噴火また これら よる津波

（３）核燃料物質もしく 核燃料物質 よ 汚染された物 放射性、爆発性そ 他 有害 特性また これら 特性 よる事故

３．次 （１）から（３）ま いずれか 該当する損害および次 （１）から（３）ま いずれか よ 生じた損害また 費用 対し 、保険金をお支払

い きません。 

（１）保険 対象 欠陥。ただし、保険契約者、被保険者また これら 者 代わ 保険 対象を管理する者が、相当 注意をも し も発見し得

か た欠陥を除きます。

（２）保険 対象 自然 消耗もしく 劣化また 性質 よる変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしく 自

然発熱 損害そ 他類似 損害

（３） ずみ食い、虫食い等

４．保険 対象 平常 使用また 管理 おい 通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料 剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみそ 他外観上 損傷また

汚損（落書きを含みます。） あ 、保険 対象ご 、そ 保険 対象が有する機能 喪失また 低下を伴わ い損害 対し 、保険金をお支払

い きません。 

③保険 対象

保険 対象 、日本国内 ある専用住宅 併用住宅（住居および事業 併用される物件をいいます。） 収容される家財一式 す。

※次 掲げるも 、家財一式 含まれません。

●自動車、自動三輪車および自動二輪車（総排気量が 125cc 以下 原動機付自転車 家財一式 含みます。）

●通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等そ 他これら 類するも （生活用 通貨等、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等

盗難 よる損害が生じた場合 かぎり、それらを保険 対象 し 取り扱います。）

●商品・製品等



●業務用 什
じゅう

器・備品 

●テープ、カード、ディスク、ドラム等 コンピュータ用 記録媒体 記録され いるプログラム等

④保険金額 設定

評価・支払基準 保険 対象 保険金額 設定（所在地：鹿児島県） 

新価・実損払（罹災時再評価） 家財一式 ①専用住宅   Ｍ構 ５，５６６千円、Ｔ構 １，４７９千円、Ｈ構 ５０３千円 

②併用住宅  Ｍ構 ５，５６６千円、Ｔ構 １，４７９千円、Ｈ構 ５０３千円 

※所在地が鹿児島県以外 場合、保険金額 上記 異 ります。

※複数 契約 分け 加入する場合 、契約をま め 加入するよりも、保険料 合計が高く るこ があります 、ご注意ください。

※保険 対象 価額を超え ご契約され も、そ 超過分 むだ ります。また、複数 契約 分け 加入する場合 、すべ 保険契約等

合計保険金額が保険 対象 価額を超え いよう ご注意ください。

⑤保険期間および補償 開始・終了時期

保険期間 ：１年間

補償 開始：会へ 入会が完了した時点また ２０１５年１２月２５日午後４時 いずれか遅い時点

補償 終了：脱会手続きが完了した時点また ２０１６年１２月２５日午後４時 いずれか早い時点

３．保険料 決定 仕組み 払込方法等 
※ポイントクラブ 保険料相当額（月額２９０円）を会費から充当しま
す。①保険料 決定 仕組み

保険料 、保険金額、保険期間、保険 対象 所在地・構 ・建築年月等 より決定されます。
②保険料 払込方法

保険料 お支払方法 、分割払（割増 し） ります。

保険料 お支払い ポイントクラブが行います。

（２）ご加入時 おけるご注意事項
１．告知義務
保険契約者また 被保険者 、ご加入時 告知事項 い 事実を正確 申し出 いただく義務（告知義務）があります。告知事項 「危険 関す

る重要 事項」 うち、保険契約申込書等 記載事項 するこ い 、損保ジャパン日本興亜が告知を求めた事項 ります。加入申込書 告知内

容 誤りが いよう十分ご注意ください。

ご加入時 お申し出いただいた内容が事実 相違し いる場合 、保険契約が解除されたり、事故 際 保険金をお支払い き いこ があります 、

ご注意ください。

【告知事項】※ご契約 内容 より告知事項 こ ります。 

保険 対象 所在地、建物 構 ・用途（用法）、住居部分 有無、面積、用法、建築年月、建物内 職作業、作業規模、居住用個室数、 

施設また 設備・業務遂行名称、割増引、他 保険契約等 

２．特約等 補償 重複 い  
下記 特約 ご契約 あた 、補償内容が同様 保険契約（火災保険以外 保険契約 セットされる特約や損保ジャパン日本興亜以外 保

険契約を含みます。）が他 ある場合、補償が重複するこ があります。補償が重複する 、特約 対象 る事故 い 、 ちら 保険契約から も

補償されますが、いずれか一方 保険契約から 保険金が支払われ い場合があります。補償内容 差異や保険金額をご確認いただき、特約 要否

をご判断いただいたうえ 、ご契約ください。（注） 

（注）１契約 み 特約をセットした場合、転居等 より契約を解約した きや、家族状況 変化（同居から別居へ 変更等） より被保険者が補償 対 

象外 た き 、特約 補償が く るこ があります。ご注意ください。 

＜補償が重複する可能性 ある主 特約＞ 

今回ご契約いただく補償 補償 重複が生じる他 保険契約 例 

① 個人用火災総合保険 個人賠償責任特約 自動車保険 個人賠償責任特約 

② 個人用火災総合保険 携行品損害特約 傷害総合保険 携行品損害補償特約 

（３）ご加入後 おけるご注意事項
１．通知義務等
ご加入後 次 事実が発生した場合 、遅滞 く取扱代理店また 損保ジャパン日本興亜ま ご通知ください。

ご連絡が い場合 、ご契約を解除するこ や、保険金をお支払い き いこ があります 、ご注意ください。

【通知事項】 

・建物 構 また 用途を変更した場合

・保険 対象を他 場所 移転した場合

・前記（２）１ 告知事項 掲げる項目（他 保険契約等 除きます。） 変更があ た場合

通知事項 掲げる事実が発生し、次 いずれか 該当する場合 、お引受けを継続するこ が き いため、ご契約を解除いたします 、ご注意く

ださい。 お、こ 場合 おい 損保ジャパン日本興亜 取り扱う他 商品 お引受け きる き 、ご契約を解約した後、新た ご契約いただくこ が

きますが、こ 商品 補償内容が異 る場合があります。 

・住居部分が く た き

・日本国外 保険 対象が移転した き

ご契約後、次 事実が発生する場合 、ご契約内容 変更等が必要 ります。 

・保険 対象を譲渡する場合（注１）

・保険契約者 住所や通知先を変更した場合（注２）

（注１）ご契約 継続を希望される き 、事前 取扱代理店また 損保ジャパン日本興亜ま ご連絡ください。事前 ご連絡が い場合 、

ご契約 効力を失います。 

（注２）ご連絡いただけ い場合 、重要 お知らせやご案内が き く ります。 

上記以外 変更を希望される場合 あ も、そ 内容 よ 、ご契約を継続するこ が き い場合があります。 



２．解約返れい金 
①ご契約を解約する場合、取扱代理店また 損保ジャパン日本興亜ま やか ご通知ください。普通保険約款・特約 規定 したがい、会費 うち保

険料相当額 返還するか、また 未払込分をご請求するこ があります。

②返還される保険料相当額 、日割 返還 りません 、ご了承ください。

③月払契約 場合 、お支払いいただくべき保険料相当額 未払込分がある き 、解約日以降 保険料相当額を請求するこ があります。こ 保険

料相当額をお支払いいただけ い場合 、解約日以前 遡及し ご契約を解除するこ があります。

３．重大事由 よる解除 
次 該当する場合、ご契約を解除するこ や、保険金をお支払い き い場合があります。 

・保険契約者また 被保険者が保険金を支払わせるこ を目的 し 損害また 費用を生じさせた場合

・保険契約者また 被保険者が暴力団関係者、そ 他 反社会的勢力 該当する 認められた場合  等

（４）そ 他ご留意いただきたいこ
１．個人情報 取扱い い
損保ジャパン日本興亜 、本契約 関する個人情報を、保険引受・支払い 判断、本契約 履行、付帯サービス 提供、損害保険等損保ジャパン日本

興亜 取り扱う商品・各種サービス 案内・提供、等を行うため 利用するほか、下記①から④ま 、そ 他業務上必要 する範囲 、取得・利用・提供

また 登録を行います。

①損保ジャパン日本興亜が、上記業務 ため 、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険金 請求・支払い 関する関係

先、等 提供を行い、また これら 者から提供を受けるこ があるこ 。

②損保ジャパン日本興亜が、保険制度 健全 運営 ため 、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他 損害保険会社、等 提

供もしく 登録を行い、また これら 者から提供を受けるこ があるこ 。

③損保ジャパン日本興亜が、再保険契約 締結や再保険金等 受領 ため 、再保険会社等 提供を行うこ （再保険会社等から他 再保険会社等

へ 提供を含みます。）があるこ 。

④損保ジャパン日本興亜が、グループ企業や提携先企業 提供を行い、そ 企業が取り扱う商品等 案内また 提供を行うこ があるこ 。

お、保健医療等 特別 非公開情報（センシティブ情報） い 、保険業法施行規則 より限定された目的以外 目的 利用しません。

損保ジャパン日本興亜 個人情報保護宣言、グループ企業や提携先企業、等 い 損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト

（http://www.sjnk.co.jp/）をご覧ください。

２．事故が起こ た場合 
保険金 請求を行う き 、下記 書類 ほか所定 書類をご提出いただく場合があります。詳しく 、取扱代理店また 損保ジャパン日本興亜ま

お問い合わせください。 

①保険金 請求書

②損害見積書

③保険 対象 盗難 よる損害 場合 、所轄警察署 証明書また これ 代わるべき書類

④そ 他損保ジャパン日本興亜が定める必要 事項 確認を行うため 欠くこ き い書類また 証拠 し 保険契約締結 際 損保ジャパン日

本興亜が交付する書面等 おい 定めたも

３．取扱代理店 権限 
取扱代理店 、損保ジャパン日本興亜 委託契約 基 き、保険契約締結・保険料 領収・保険料領収証 交付・契約 管理業務等 代理業務を行

います。したが 、取扱代理店 お申し込みいただき有効 成立したご契約 、損保ジャパン日本興亜 直接契約されたも ります。 

４．保険会社破綻時等 取扱い 
引受保険会社が経営破綻した場合また 引受保険会社 業務もしく 財産 状況 照らし 事業 継続が困難 り、法令 定める手続き 基 き契 

約条件 変更が行われた場合 、ご契約時 お約束した保険金・返れい金等 お支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるこ があります。 

火災保険 い 、ご契約者が個人、小規模法人（引受保険会社 経営破綻時 常時使用する従業員等 数が 20 名以下 ある法人をいいます。）

また マンション管理組合 ある場合 かぎり、損害保険契約者保護機構 補償対象 ります。補償対象 る保険契約 い 、引受保険会社

が経営破綻した場合 、保険金・返れい金等 ８割ま （ただし、破綻時から３か月ま 発生した事故 よる保険金 全額）が補償されます。 

損害保険契約者保護機構 詳細 きまし 、取扱代理店また 損保ジャパン日本興亜ま お問い合わせください。 

●保険会社 間 問題を解決 き い場合（指定紛争解決機関）
損保ジャパン日本興亜 、保険業法 基 く金融庁長官 指定を受けた指定紛争解決機関 ある一般社団法人日本損害保険協会 手続実施基本

契約を締結し います。損保ジャパン日本興亜 間 問題を解決 き い場合 、一般社団法人日本損害保険協会 解決 申し立 を行うこ が

きます。

【窓口】一般社団法人日本損害保険協会「そんぽＡＤＲセンター」

〔ナビダイヤル〕0570-022808 ＜有料通話＞PHS・IP 電話から 03-4332-5241 をご利用ください。 

受付時間 平日 午前９時１５分から午後５時ま  （土・日・祝日・年末年始 、お休み させ いただきます。） 

詳しく 、一般社団法人日本損害保険協会 ホームページをご覧ください。（http://www.sonpo.or.jp/） 

お問い合わせ先（補償内容や事故 際 連絡先） 

●取扱代理店  小平株式会社   担当：折田 

  〒８９６－００４６  鹿児島県いちき串木野市西薩町１７－１２ 

TEL  ０９９６－３２－６７５４  ： FAX  ０９９６－３３－１１１４ 

 （受付時間 ：平日 午前９時から午後５時ま ） 

●引受保険会社  損害保険ジャパン日本興亜株式会社 鹿児島支店 薩摩川内支社

  〒８９５－００２６  鹿児島県薩摩川内市東向田町１－２２ 

TEL  ０９９６－２３－７５８７  ： FAX  ０９９６－２３－７５６３ 

（受付時間 ：平日 午前９時から午後５時ま ） 

＜2015 年 12 月 21 日，SJNK15-13283＞ 



ポイントクラブ 会員規約

（名称） 

第 1 条 この会員制度は、ポイントクラブという。

（事務局） 

第２条 ポイントクラブの事務局は、太陽ガス株式会社に置く。

（目的） 

第３条 

（会員） 

第４条 

ポイントクラブは、太陽ガスの利用者に安心してＬＰガスを使用してもらうために、ガス利用者の補償制度ならびに

特典を提供することを目的とする。 

会員とは、前項の目的に賛同し、この規約を承諾のうえ会費を納入する者をいう。 

２ 会員には会員証を発行する。 

３ 会員資格は入会月から 1 年間とし、自動更新する。入会は毎月申込みを受け付ける。 

４ ポイントクラブは、会員の情報を他に利用しない。

（年会費） 

第５条 会費は年間３，６００円とし、入会時に月額３００円を入会申込書と共に次のいずれかの方法により納入する。 

(１) 現金（ポイントクラブ事務局）

(２) 口座振替（ガス代金と同時に支払）

（会員の特典） 

第６条 会員は、以下の特典を受けられる。 

（１） 火災見舞制度

（２） 家財の補償

（３） ＬＰＧ事故傷害補償

（４） ガス代に対して約 2.5%～約 5.0%のポイントの提供（ガス給湯器の有無や地区により異なる。）

（５） 記念品交換補助券の提供

ただし、（４）（５）は太陽ガスが定めるポイントクラブメンバーに限る。 

（届出事項の変更） 

第７条 会員は、氏名・住所等に変更が生じた場合には、すみやかにポイントクラブ事務局に届け出る。

（退会等） 

第８条 会員は、退会するときはその旨をポイントクラブ事務局に申し出る。

 ２ ガス休止時および会費の納入がない場合は、退会となる。 

（規約の変更） 

第９条 ポイントクラブは、この規約を変更する場合は、会員に通知する。

（附則） 

第１０条 この規約は昭和５８年 １月 １日から適用する。 

改正   平成２４年 ８月 １日 

改正   平成２７年１２月２５日 

ポイントクラブへ 入会、退会、会費支払等 関するお問合せ先

●ポイントクラブ事務局   〒８９９－２５０２  鹿児島県日置市伊集院町徳重２－１－４ 太陽ガス内 

TEL  ０９９－２７３－２６５１ 

（受付時間 ：平日 午前９時から午後５時ま ） 


