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（２）火災保険を利用した悪質業者の注意点 

火災保険を教えてくれる専門家の一口知識を紹介； 
 

（１）リフォーム工事で活用できる正しい火災保険の使い方 

正しい知識を知っていれば、恐くない！ 
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(1)リフォームで活用できる正しい火災保険の使い方 

 

リフォームに火災保険は使えるの？ 
 
↓ 
 

はい、使えます！ 
 
 

ライフマイスター（株） 

保険は保険金がお届で来て初めて納品といえます。 きちんと使っていただける保険を皆さんに知っていた
だきたいと思います。 
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リフォームで活用できる正しい火災保険の使い方 

皆さん
の火
災保
険 

火災 
落雷 

破裂 
爆発 

風災 
雹災 
雪災 

水災 

外部
から
の 
衝突 

水漏
れ 

騒擾 盗難 

不測 

突発
的事
故 

ワイド 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

ベー
シック 

〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 × 

エコノ
ミー 

〇 △ △ × × × × × 

皆さんの火災保険は、どのような補償範囲でしょうか？ 

「自分ではよくわからないよ！」 
そのようなときは、保険証券上の保険会社や専門家に 
問合せましょう。 

ライフマイスター（株） 



Copyright Ⓒ 2018 (株）ウイングビルド. All Rights Reserved. 

4 

リフォームで活用できる正しい火災保険の使い方 

良く活用されるパターン 
 
どんな火災保険なら使えるの？ 
→「風災・雹災・雪災」が火災保険の補償対象になっている 
 
どんな時に使えるの？ 
→台風や竜巻で屋根がはげた 
 大雪で家や車庫の屋根が凹んだ、曲がった 
 ゲリラ豪雨の後から雨漏りがひどくなった 
 雷雨のときに雹が降って屋根がいたんだ 
 などなど 
きちんとしたリフォーム業者に 
現地調査をしてもらえば、原因がわかります 

ライフマイスター（株） 
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リフォームで活用できる正しい火災保険の使い方 

良く活用されるパターン 
 
塗り替えのために屋根をみてもらったところ、屋根の 
一部に大きな凹みがありました。 
 
「原因は先月の台風のようですね。 
      塗り替えに加えて修繕の見積もお出ししますね」 
「現状の写真も撮っておきます。保険会社に相談してみましょう」 
 
 
保険会社の回答は・・・ 

ライフマイスター（株） 
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リフォームで活用できる正しい火災保険の使い方 

良く活用されるパターン 
 
「お支払します」 
 
リフォーム費用総額  １００万円 
  台風被害の修復   ５０万円 
 
「火災保険から５０万円をお支払します」 
 
お客様のリフォームにおける実質負担額は５０万円で済みました。 

ライフマイスター（株） 
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リフォームで活用できる正しい火災保険の使い方 

良く活用されるパターン 
 
損害を「原状復帰」する費用であれば、 
                 
          火災保険か活用できます。 
 
リフォーム費用の負担を 
 
          大きく減らすことができるかもしれません。 
 
まずは適切な業者のもとで、 
      
          現状調査と保険証券の確認をしましょう。 

ライフマイスター（株） 



Copyright Ⓒ 2018 (株）ウイングビルド. All Rights Reserved. 

8 

（２）火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

 
 
 
 

それでは今度は、火災保険を悪用した 
 
 詐欺業者の手口を見てみましょう 
 
       

ライフマイスター（株） 
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火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

保険会社も数年前から 
注意をよびかけています 
 
国民生活センター等への 
相談件数も急増 

日本損害保険協会より引用 

ライフマイスター（株） 
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火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

こんな注意喚起も 

日本損害保険協会より引用 

ライフマイスター（株） 
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ココに注意しましょう 
 
怪しい代理申請業者は、台風やゲリラ豪雨、大雪の後に
狙ってくる 
「無料で修繕」などの甘言をむやみに信じない 
修繕見積で不明な点は、何度でも確認する 
契約書を確認する（解約手数料詐欺もあり） 
クーリングオフの対象であることを確認する 
自分で判断できない場合は、保険会社や保険代理店へ確
認する 
その他の相談機関もある 消費者センター etc 
 
むやみに経年劣化や不正な修繕の請求に加担することは、 
詐欺ととらえられることもあります 
保険会社は、保険金請求のデータを共有しています 

11 

火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

ライフマイスター（株） 
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火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

保険会社から見た悪質な業者とは 
 
「自己負担ゼロでリフォームできます！」 
 
「保険金の請求手続きは、ウチで代行しますよ！」 
 
「ああ、これなら確実に保険金がでますよ！」 
 
 
 
こんな営業トークがでてきたら、要注意です 

ライフマイスター（株） 
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火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

保険会社から見た悪質な業者とは 
 
「自己負担ゼロでリフォームできます！」 
 
〇「新価」で評価する火災保険であれば、可能性があります 
→古い契約の場合、「時価」で評価されることがあります 
 また、古い物件は「新価」で契約できないことがあります 
〇屋根や壁を修繕する原因は「風災・雪災」がメインです 
→この補償が皆さんの火災保険についていますか？ 
〇「修繕見積を水増ししますよ」 
→初めからこんなセリフがでるようでは． 
 （ぼります、といっているようですよね…） 

ライフマイスター（株） 
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火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

保険会社から見た悪質な業者とは 
 
「自己負担ゼロでリフォームできます！」 
 
「修繕見積を水増ししますよ」 
実際の修繕費用 台風被害：20万円 経年劣化：30万円 
                   合計：50万円 
水増し見積   台風被害：40万円 経年劣化：100万円 
                   合計：140万円 
      保険金支払額：40万円  負担額：？？？ 

ライフマイスター（株） 
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火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

保険会社から見た悪質な業者とは 
 
「保険金の請求手続きは、ウチで代行しますよ！」 
 
●これはできません（例外はあり） 
※保険の請求手続きは、全て契約者に権利があります 
 私製の委任状程度で、この代行ができることはありません 
 
契約者が死亡した場合→相続人が契約の権利を相続 
契約者が意識不明→３親等以内の親族 後見人の設定 
弁護士、司法書士による法的な手続きが必要となります 
 
そもそも、保険支払いの手続きは個人情報の山です 
軽々しく取り扱う業者を信用できますか？ 

ライフマイスター（株） 
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火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

保険会社から見た悪質な業者とは 
 
「ああ、これなら確実に保険金がでますよ！」 
 
●保険金支払いのルールを確認しましょう 
〇対象：お家だけ？ 車庫や門は？ 家財は？ 
 天災の範囲は？ 水災は？ 免責金額は？ 風災・雪災は？ 
〇時期：請求の権利は3年間 
     現調で、まずは事故の時期を特定しましょう 
     多少さかのぼっても、心配はありません 
つまり、修繕が必要となった『原因と時期』がしっかりとしていれば、 
堂々と請求できます 
 
原因と時期特定→補償内容でカバー可能かを保険会社へ確認→請求書類作成 
→保険会社による現地調査（おそれることも面倒もありません）→支払い 

ライフマイスター（株） 
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火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

実際の例 
例１ 悪徳業者 
業者さんが現地調査をした結果、屋根と壁に破損がありました 
「先日の台風が原因と思われます。 
      保険会社へ支払い可能か問い合わせしてあげますよ」 
「支払いが確実になるように、 
      雨どいのとりつけ曲げておきましょうか？」 
 
→保険会社の調査で、 
      天災による壊れと人為的な壊れはすぐにわかります 
「屋根の台風被害は補償しますが、雨どいは支払いできません」 
 
天災による修繕は対象かもしれませんが、 
      曲げられた雨どいは誰が負担して直すのでしょうか？ 

ライフマイスター（株） 
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火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

実際の例 
 
例１ 正しい業者 
業者さんが現地調査をした結果、屋根と壁に破損がありました 
「先日の台風が原因と思われます。 
保険会社へ支払い可能か問い合わせてはいかがでしょうか」 
 
「保険申請に必要な見積は、本日の調査をもとに作成します」 
 
→保険の内容が「風災」に対応していれば保険金支払い可能 
「契約の補償範囲です。修繕見積に従って支払いが可能です」 
 
皆さんは、堂々と保険会社へ確認の電話をして、 
                安心して待っていてください 
 
 ライフマイスター（株） 
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火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

実際の例 
例２ 悪徳業者 
業者さんが現地調査をした結果、屋根と壁に破損がありました 
「先日の台風が原因と思われます。 
      保険会社へ支払い可能か問い合わせしてあげますよ」 
「支払いが確実になるように、見積はうまく書いておきますよ」 
（水増しすればいいもんな… 工事しなくても手数料もらうし） 
 
実際の修繕費用 台風被害：20万円 経年劣化：30万円 
                   合計：50万円 
水増し見積   台風被害：40万円 経年劣化：80万円 
                   合計：120万円 
      保険金支払額：40万円  負担額：80万円 
「いやー、保険金が出て負担額も減ってよかったですね！」 あれ？ 
 

ライフマイスター（株） 
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火災保険を利用した悪質な業者に注意しましょう 

実際の例 
 
例２ 正しい業者 
業者さんが現地調査をした結果、屋根と壁に破損がありました 
「先日の台風が原因と思われます。 
保険会社へ支払い可能か問い合わせてはいかがでしょうか」 
 
「保険申請に必要な見積は、本日の調査をもとに作成します」 
 
実際の修繕費用 台風被害：20万円 経年劣化：30万円 
                   合計：50万円 
      保険金支払額：20万円  負担額：30万円 
 
適正な見積と調査の結果、負担を減らしたリフォームができました 

ライフマイスター（株） 
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リフォームで活用できる正しい火災保険の使い方 
「うちの火災保険がリフォームに使えるかはそうすればわかるの？」 
 
まずは次をチェックしてみてください 
 
□保険証券がある 
 
□火災保険の有効期間 
 
□風災・雪災・雹災が補償範囲 
 
□地震保険がついている 
 
□保険会社の問い合わせ先がわかる 
 
□自分の担当者がわかる 

ライフマイスター（株） 
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(株）ウイングビルドと提携している専門家の紹介 

保険金の申請は、契約者である皆さんの正当な権利です 
「修繕・リフォーム」も「保険」も契約です 
契約内容を正しく理解して、満足のいく活用をなさってください。 
 
 下記専門家に直接お問い合わせできます。「ウイングビルドの 
ホームページで見たとお伝えください。」 
 
ライフマイスター株式会社 
取扱保険会社 ４１社 
石井尚志 藤沢在住 業界歴１８年 
メール：h-ishii@lifemeister.com 
ファックス：044-330-1577 
 
(株)ウイングビルド フリーダイヤル: 0120-45-7775  

ライフマイスター（株） 
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