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2019 年 10 月 24 日 

報道関係者各位 

SBI いきいき少額短期保険株式会社 

［関東財務局長（少額短期保険）第 8 号］ 

 

「SBI いきいき少短の地震の保険」を新発売 

単独でも、他の地震保険との併用でも申込可能！手ごろな保険料で生活再建費用に備える 

 

 

SBI いきいき少額短期保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：千葉 竜介、以下「当社」）

は、地震補償保険の販売を新たに開始しました。 

 

 

 

 

地震保険や共済で地震に備える場合、一般的に火災保険や火災共済への加入が必須ですが、「SBI いき

いき少短の地震の保険」は火災保険等への加入の有無に関わらず単独で加入することができます。すで

に地震保険や共済に加入している場合は、併用することで、カバーしきれない自己負担分を補うことが

できます。 

 地震によって万が一、住まいが被害を受けた場合に、手ごろな保険料で備えられます。 

 

 

■「SBI いきいき少短の地震の保険」概要 

 

(1) 商品の特長 

① 保険料が手ごろ 

「SBI いきいき少短の地震の保険」の保険料は月々1,210 円※から。 

家計に過度な負担をかけることなく地震被災に備えることができます。 

※岩手県・非木造・補償額 300 万円タイプの場合。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。 

 

② 単独でも、他の地震保険と併用でも、加入可能 

地震保険や共済で地震に備える場合、その補償額は最大で火災保険の 50％です。 

地震保険や共済に「SBI いきいき少短の地震の保険」を追加することで、不足する地震被災から

の再スタート費用を補うことができます。 

https://www.i-sedai.com/
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(2) 商品内容 

項  目 内  容 

商品名 SBI いきいき少短の地震の保険 

（地震被災からの再スタート費用保険） 

発売日 2019 年 10 月 16 日 

補償対象 地震・噴火を原因として、ご自宅が以下のような被害を受けた場合。 

倒壊、火災、地崩れ・土砂災害、津波・流出、地盤沈下・液状化、噴石災害 

※政府の定める認定基準に基づいて、地方自治体の被害認定を受けたものが対象。 

保険金額 

（補償額） 

世帯人数によって選べる補償額タイプは異なる。 

世帯人数 加入できるタイプ 

1 人 300 万円     

2 人 300 万円 500 万円    

3 人 300 万円 500 万円 600 万円   

4 人 300 万円 500 万円 600 万円 700 万円  

5 人 300 万円 500 万円 600 万円 700 万円 900 万円 
 

保険金支払い額 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、下記の金額

を支払う。 

被害認定 支払い額 
タイプ 

300 万円 500 万円 600 万円 700 万円 900 万円 

全壊 
補償額の 

満額 
300 万円 500 万円 600 万円 700 万円 900 万円 

大規模 

半壊 

補償額の 

1/2 
150 万円 250 万円 300 万円 350 万円 450 万円 

半壊 
補償額の 

1/6 
50 万円 83.3 万円 100 万円 116.7 万円 150 万円 

一部損壊 支払い対象外 
 

保険期間 1 年間 

 

(3) 保険料例 

補償額 300 万円タイプの場合 

東京都・マンション（非木造） 月々1,680 円 

大阪府・一戸建て（木造） 月々1,550 円 

福岡県・一戸建て（木造） 月々1,240 円 

 

(4) 加入条件 

①お住まいの家の所有者であること 賃貸物件、店舗専用で住宅部分がない建物（住居併用は

可）、居住していない別荘、貸家は対象外。 

②新耐震基準を満たした建物であること 1981（昭和 56）年 6 月 1 日以降に建築確認を受けた建

物、または耐震改修によって新耐震基準を満たした建物。 

 

(5) 当社ウェブサイト 「SBI いきいき少短の地震の保険」商品紹介ページ 

 URL：https://www.i-sedai.com/jishin/ 

https://www.i-sedai.com/
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【会社概要】 

■会 社 名 ： SBIいきいき少額短期保険株式会社 

■会 社 紹 介 ： 当社は、東証一部上場「SBI ホールディングス（株）」のグループ会社です。 

「シンプルでわかりやすく」「保険料は手ごろに」という、お客様の声をもとに開発 

した死亡保険、医療保険で、シニア層を中心に幅広い支持を得ています。 

また、11歳11か月まで申込可能な犬猫対象のペット保険も好評です。 

 ■所 在 地 ： 東京都港区六本木 1-6-1 
 ■設立年月日 ： 2007 年 7 月 3 日 
 ■資 本 金 ： 36,000 千円 
 ■事 業 内 容 ： 少額短期保険業 

（販売商品：SBI いきいき少短の死亡保険、SBI いきいき少短の医療保険、 
SBI いきいき少短の持病がある人の死亡保険、 
SBI いきいき少短の持病がある人の医療保険、 
SBI いきいき少短のペット保険、SBI いきいき少短の地震の保険）         

■U R L  ： https://www.i-sedai.com 
 

 

 

 
【本件に関するご照会先】 

SBI いきいき少額短期保険株式会社 コミュニケーションデザイン部 
TEL：03-6856-4537 ／ E-MAIL：ikiiki_pr@i-sedai.com 
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