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2018 年 10 月版

既存住宅個人間売買・仲介事業者瑕疵保証責任保険 重要事項説明書・追補版
「引渡後リフォーム担保特約条項」「複数被保険者による保険契約に関する特約条項」用
この「重要事項説明書・追補版」は、「引渡後リフォーム担保特約条項（以下「引渡後リフォーム特約」といいま
す。）」「複数被保険者による保険契約に関する特約条項」の付帯に際して特にご確認が必要な事項を記載したも
のですので、必ずお読みいただき、保管してください。ご不明な点等がございましたら、お近くの事務機関等にお問
合せください。
引渡後リフォーム特約をご利用いただくためには、この「重要事項説明書・追補版」を必ずお読みいただき、ご理
解いただくことが重要です。また、買主（リフォーム発注者）に対して、仲介事業者様より「まもりすまい既存住宅保
険（仲介業者保証型）の概要」をお渡しいただくとともに、「契約内容確認シート」により、保険内容のうち買主（リフ
ォーム発注者）に特に知っていただきたい事項をご確認いただくようお願いします。

１．引渡後リフォーム特約のしくみ
引渡後リフォーム特約は、まもりすまい既存住宅保険のお申込に際し付帯していただくことにより、保険対象
住宅の基本構造部分のほか、引渡後に、リフォーム事業者様（特約条項被保険者）が保険の対象となるリフォ
ーム工事（以下「保険対象リフォーム」といいます。）を行った部分の瑕疵に起因して、保険金をお支払いする事
由が生じた場合、リフォーム事業者様が買主（リフォーム発注者）に対し瑕疵担保責任（住宅保証機構所定の
保証書に基づいた瑕疵担保責任とします。）を負担することによって被る損害について、保険金をお支払いす
ることができます。
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⑦保険契約の締結
（引渡後リフォーム部分）

保険申込

現場検査
合格

売買契約
リフォーム希望

引渡日

現況部分の保険期間（５年、２年または１年）

保険証券
発行

現況部分の
保険始期日

【引渡後リフォーム】
入居

リフォーム工事
（補修）

現場検査

検査合格

保険証券
発行

リフォーム部分の保険期間

最長６ヶ月
・引渡日から現場検査合格までは６ヶ月以内

リフォーム部分の
保険始期日

保険期間の終期

保険契約締結日

図 利用の流れ

２．引渡後リフォーム特約を利用するための要件など
〇保険対象リフォームを実施する者は、以下に掲げるいずれかの要件を満たす必要があります。
・リフォーム保険の登録事業者であること
（保険契約者と異なる場合は後述７．の複数の事業者が被保険者となる場合をあわせて参照してください。）
・既存住宅保険の登録事業者であり、建設業許可を有すること（住宅保証機構が事業者登録において、建設
業許可証を確認している場合。）
〇以下に掲げる住宅に該当する保険対象リフォームを実施する場合に利用できるものとします。ただし、基礎の
新設を伴う増改築工事は除きます。
・戸建て住宅
・延床面積５００㎡未満かつ階数が３以下（地階を含む。）の共同住宅等（併用住宅を含む。）
・延床面積５００㎡以上または階数が４以上（地階を含む。）の共同住宅等（併用住宅を含む。）の専有部分
（各住戸の居住者が専用使用する部分であって、区分所有者が保険対象リフォームを実施することのできる
部分（賃貸共同住宅にあっては区分所有者が保険対象リフォームを実施することのできる部分に相当する部
分を含む。））
３．引渡後リフォーム特約の利用手続きなど
〇保険対象住宅の引渡前に保険契約の申込手続きをしていただく必要があります。
〇保険対象住宅が買主（リフォーム発注者）に引渡された後、６ヶ月以内に保険対象リフォームを実施のうえ、
現場検査に合格する必要があります。
〇保険料、現場検査手数料について
まもりすまい既存住宅保険の保険料、現場検査手数料に加えて、別途、引渡後リフォーム特約に係る保険
料、現場検査手数料が必要となります
〇瑕疵担保責任の履行
現場検査合格後、リフォーム事業者様より、機構所定の保証書を買主（リフォーム発注者）に対して交付し
てください。保証書の写しは保険契約申込者である仲介事業者様を通じて提出していただきます。
リフォーム事業者様が、この保証書に基づく保証を行うことにより、保険金支払事由となる瑕疵担保責任を
履行したこととなります。なお、本保証書の範囲を超えて責任を負担する場合には、その超過した範囲の責
任については、保険金支払対象とならないことにご注意ください。
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○請負契約の締結
保険対象リフォームを請け負う場合には、買主（リフォーム発注者）との間で請負契約書の締結または請負
契約書に代わる書面を交わし、契約内容を明示するようにしてください。
〇次のいずれかに該当する場合、保険対象リフォームを行った部分の瑕疵に起因して発生した買主（リフォー
ム発注者）の損害に対して、リフォーム事業者様が履行する瑕疵担保責任については、本特約の対象外とし
ます。
・リフォーム事業者様が保険対象リフォームにかかる請負契約に基づく工事を完了し、売買契約に基づく
引渡日から起算して６ヶ月以内に、住宅保証機構の現場検査において適合と確認されない場合
・リフォーム事業者様が保険対象リフォームにかかる請負契約に基づく工事を完了し、住宅保証機構の
現場検査において適合と確認された場合であって、売買契約に基づく引渡日から起算して６ヶ月以内に、
リフォーム事業者様および買主（リフォーム発注者）により確認された工事完了確認日が住宅保証機構
に通知されない場合
４．保険のてん補内容
①保険金をお支払する主な場合
保険金をお支払する主な場合は、保険付保住宅のうち、保険対象リフォームを行った部分の瑕疵に起因して、
以下のような事由が生じた場合（以下「保険事故」といいます。）となります。
詳しくは、引渡後リフォーム特約の「保険金を支払う場合」をご参照ください。
a. 構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
b. 雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合
c. 上記 a・b の事由のほか、別表の「イ」の欄に掲げる部分が、同表の「ロ」の欄の事象を生ずるなど、
保険対象リフォームを行った部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合
a. 構造耐力上主要な部分 および b.雨水の浸入を防止する部分（例）
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c. 別表

コンクリート工事

イ
玄関土間、犬走り又はテラス等
の構造耐力上主要な部分以外の
コンクリート部分

ロ
著しい沈下、ひび割れ、不陸又は隆
起が生じること

木工事

床、壁、天井、屋根又は階段等
の木造部分

ボード、表装工事

床、壁又は天井等のボード又は
表装工事による部分

建具、ガラス工事

内部建具の取付工事による部分

左官、タイル工事

壁、床又は天井等の左官、吹付
け、石張又はタイル工事部分

塗装工事

塗装仕上の工事による部分

屋根工事

屋根仕上部分

屋根ふき材に著しいずれ、浮き、変
形、破損又は排水不良が生じること

内部防水工事

浴室等の水廻り部分の工事によ
る部分

タイル目地の亀裂又は破損、防水層
の破断若しくは水廻り部分と一般部
分の接合部の防水不良が生じること

断熱工事

壁、床又は天井裏等の断熱工事
を行った部分

断熱材のはがれが生じること

防露工事

壁、床又は天井裏等の防露工事
を行った部分

適切な換気状態での、水蒸気の発生
しない暖房機器の通常の使用下にお
いて、結露水のしたたり又は結露に
よるかびの発生が生じること

配管又は配線の工事を行った部
分

破損又は作動不良が生じること

コンセント又はスイッチの取付
工事を行った部分

作動不良が生じること

電気工事

著しいそり、すきま、割れ又はたわ
みが生じること
仕上材に著しい剥離、変形、ひび割
れ、変質、浮き、すき又はしみが生
じること
建具又は建具枠に著しい変形、亀裂、
破損、開閉不良又はがたつきが生じ
ること
モルタル、プラスター、しっくい又
は石・タイル等の仕上部分若しくは
石・タイル仕上げの目地部分に、著
しい剥離、亀裂、破損又は変退色が
生じること
著しい白化、白亜化、はがれ又は亀
裂が生じること

給水、給湯または温水暖
房工事部分

蛇口、水栓又はトラップの取付
工事を行った部分
厨房又は衛生器具の取付工事を
行った部分

破損、水漏れ又は作動不良が生じる
こと
破損、水漏れ又は作動不良が生じる
こと
破損、水漏れ、排水不良又は作動不
良が生じること

排水工事

配管の工事を行った部分

排水不良又は水漏れが生じること

汚水処理工事

汚水処理槽の取付工事を行った
部分

破損、水漏れ又は作動不良が生じる
こと

配管の工事を行った部分

破損、ガス漏れ又は作動不良が生じ
ること

ガス栓の取付工事を行った部分

破損、ガス漏れ又は作動不良が生じ
ること

小屋裏、軒裏又は床下の換気孔
の設置工事を行った部分

脱落、破損又は作動不良が生じるこ
と

配管の工事を行った部分

ガス工事

雑工事
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○保険付保住宅に保険事故が発生した場合において、リフォーム事業者様（連帯する複数の事業者との間で
工事請負契約を締結している場合はすべての者）が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担
保責任を履行できない場合は、住宅保証機構は、引渡後リフォーム特約に基づき、リフォーム事業者様が瑕
疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において買主（リフォーム発注者）に対して保険金をお支払
いします。
この場合、住宅保証機構は、リフォーム事業者様に対して損害をてん補したものとみなします。
○お支払する主な保険金は次のとおりです。
❖ 保険事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用
（保険開始日（保険対象リフォームの施工部分にあっては工事完確認日）における設計・仕様・材質等を上回
ることにより増加した補修費用については対象となりません。）
❖ 補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用（瑕疵の存在の有無を調査するための費用を除きま
す。）
❖ 仮住居・移転費用
②保険金をお支払できない主な場合
○次に掲げる事由により生じた損害（これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。）に
対しては保険金をお支払いいたしません。なお、詳しくは引渡後リフォーム特約の「保険金を支払わない場
合」の項目をご参照ください。
❖ リフォーム事業者様、買主（リフォーム発注者）、保険対象リフォームにかかる建設工事、設計、工事監理を
行うために締結された請負契約もしくは受託契約の当事者（これらの当事者と締結された下請負契約または
再受託契約の当事者、およびこれらの者から重層的に契約が締結されたいずれの当事者も含みます。）、ま
たはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失 ※ただし、故意・重過失損害担保特約条項
が付帯される契約に限り、リフォーム事業者様が倒産等の場合には買主（リフォーム発注者）に保険金を支
払います。
❖ 保険対象リフォームにおける建材または内外装の色または模様の選択（塗装作業における塗料の色の選
択を含みます。）の誤り
❖ 工事完了確認日以降に行われた保険対象リフォーム以外の保険付保住宅の増築・改築・補修（保険事故に
よる補修を含みます。）の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
❖ 保険対象リフォーム以外の保険付保住宅の補修作業上の手ぬかりもしくは技術の拙劣または正当な理由
のない補修の遅延
❖ 保険対象リフォームに伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合（被保険者で
あるリフォーム事業者様による施工または組み立て上の瑕疵による場合は除きます。）
❖ 保険事故によらず生じた、防音性能または断熱性能の未達その他の買主（リフォーム発注者）が意図した効
能または性能の不発揮
○住宅保証機構は、リフォーム事業者様と買主（リフォーム発注者）の間の約定により、リフォーム事業者様が
住宅保証機構所定の保証書の範囲を超えて責任を負担する場合には、その超過した範囲の責任について
は、保険金を支払いません。

5

５．保険のてん補内容と保険期間（保険のご契約期間）
〇引渡後リフォーム特約を付帯する場合の保険のてん補内容と保険期間は下記の通りです。
保険の対象となる
原因
売買契約締結時点に
おける構造耐力上主

保険期間＊１

保険の対象となる事象

①

構造耐力上主要な部分が基本的な耐 住宅引渡日を始期として５年間、２年間または
１年間

力性能を満たさない場合

要な部分または雨水の
浸入を防止する部分の

②

雨水の浸入を防止する部分が防水性 ＊１に該当する場合

隠れた瑕疵に起因

能を満たさない場合

構造耐力上主要な部

構造耐力上主要な部分が基本的な耐

分または雨水の浸入を

工事完了確認日を始期として５年間、２年間または１年間

工事完了確認日を始期として、住宅引渡日か
①

力性能を満たさない場合

する期間

防止する部分の工事を
行った部分の瑕疵に起
因

②

①

ら５年、２年または１年を経過する日を終期と

雨水の浸入を防止する部分が防水性
能を満たさない場合

＊１に該当する場合
工事完了確認日を始期として５年間、２年間または１年間

構造耐力上主要な部分が基本的な耐
力性能を満たさない場合

工事完了確認日を始期として１年間

構造耐力上主要な部

雨水の浸入を防止する部分が防水性 ただし、保険期間を１年とする場合は、工事完
分および雨水の浸入を ② 能を満たさない場合
了確認日を始期として引渡日から１年を経過
防止する部分以外の
工事を行った部分の瑕
疵に起因

する日を終期とする期間
③ 上記①および②の事象のほか、保証

約款別表に掲げる部分が、別表に掲 ＊１に該当する場合
げる事象を生ずるなど、社会通念上必 工事完了確認日を始期として１年間
要とされる性能を満たさない場合

＊１ 現況にかかる現場検査の結果、現場検査基準に適合しない項目がある場合にあって、その是正が
保険対象リフォームと同時期に行われ、保険対象リフォームの施工状況を確認する現場検査と同時に
現況を確認する現場検査を実施の上、その適合が確認される場合の保険期間は、上表中「＊１に該当
する場合」に記載された期間とします。
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６．保険金支払限度額
〇引渡後リフォーム特約を付帯する場合の保険金支払限度額は下記の通りです。
保険金支払限度額※1
調査費用※2
500 万円
または 1,000 万円

【戸建住宅】
※3

仮住居・移転費用※2
1 住宅あたり 50 万円

1 住宅あたり補修金額の 10％または 10
万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実額または 50 万円のう
ち小さい方を限度

【共同住宅等】
１住宅あたり 10 万円
※ ただし、調査費用の実額を限度。

※1
※2
※3
※4

本保険契約の保険金支払限度額の内枠とします。
調査費用および仮住居・移転費用については１住宅あたりの保険金支払限度額の内枠とします。
引渡後リフォーム特約を付帯するとき、保険金支払限度額 200 万円は選択できません。
上記の他、同一事業年度内に支払われる保険金の合計額にかかる限度額等が設定されています。

７．リフォーム事業者が複数となる場合（複数の事業者が被保険者となる場合）の取り扱い
〇引渡後リフォーム特約の対象とする保険対象リフォームの工事請負契約に際し、複数のリフォーム事業者様
が特約条項被保険者となる場合、「複数被保険者による保険契約に関する特約条項」を付帯いたします。こ
の特約の詳細については「複数被保険者による保険契約に関する特約条項（既存住宅個人間売買・仲介事
業者瑕疵保証責任保険用）」をご参照ください。
○「複数被保険者による保険契約に関する特約条項」を付帯する場合、本保険契約の対象とする住宅の売買
契約において瑕疵保証責任を負う仲介事業者である被保険者を幹事事業者として、次に掲げる事項につい
ては、幹事事業者が行うものとします。
(1)保険契約の申込
(2)保険料の払込み
(3)現場検査に関する調整および立会い
(4)保険契約上の規定に基づく告知または通知
(5)保険事故の発生の通知
(6)保険金請求の手続き
(7)保険契約の変更
(8)その他前各号の事項に付随する事項
○保険証券は特約条項被保険者を含むすべての被保険者様分を発行して、幹事事業者に全被保険者様分を
交付します。
８．引渡後リフォーム特約の解除と返戻金について
○引渡後リフォームに係る保険契約締結までの間に引渡後リフォーム特約の解除を行う場合は、保険料および
現場検査手数料について、それまでに要した費用を控除して返戻します。
上記のほか、特約の詳細につきましては、「引渡後リフォーム担保特約条項（既存住宅個人間売買・仲介事業
者瑕疵保証責任保険用）」及び「複数被保険者による保険契約に関する特約条項（既存住宅個人間売買・仲介
事業者瑕疵保証責任保険用）」をご確認ください。
7

引渡後リフォーム担保特約条項
（既存住宅個人間売買・仲介事業者瑕疵保
証責任保険用）
（特約条項の適用）
第 1 条 この特約条項は、保険付保住宅
が住宅取得者に引渡された後に保険対
象リフォームを行う場合に適用します。
（被保険者と特約条項被保険者）
第 2 条 この特約条項の付帯された保険契
約は、売主又は住宅取得者と媒介契約を
締結する宅地建物取引業者で、住宅取得
者との約定により保証責任を負う者を
既存住宅個人間売買・仲介事業者瑕疵保
証責任保険普通保険約款（以下「普通保
険約款」といいます。）における被保険
者とし、保険対象リフォームの発注者で
ある住宅取得者との間で保険対象リフ
ォームの工事請負契約を締結して引渡
後に保険対象リフォームを行い、瑕疵担
保責任を負担する者を特約条項被保険
者とします。
（保険金を支払う場合）
第 3 条 当会社は、普通保険約款第 1 条
（保険金を支払う場合）の各項に規定す
る事由のほか、工事完了確認日を始期と
する保険期間において、この特約条項に
従い、保険付保住宅のうち住宅取得者と
の間で保険対象リフォームの工事請負
契約を締結する特約条項被保険者が引
渡後に保険対象リフォームを行った部
分の瑕疵に起因して、次の各号に掲げる
事由が生じた場合に、特約条項被保険者
が瑕疵担保責任を負担することによっ
て生じる損害について保険金を支払い
ます。
(1) 保険対象リフォームを行った部分の
うち構造耐力上主要な部分が基本的な
耐力性能を満たさないこと。
(2) 保険対象リフォームを行った部分の
うち雨水の浸入を防止する部分が防水
性能を満たさないこと。
(3) 第 1 号および第 2 号の事由のほか、別
表の「イ．」の欄に掲げる部分が、同表
の「ロ．」の欄の事象を生ずるなど、保
険対象リフォームを行った部分が社会
通念上必要とされる性能を満たさない
こと。
2 前項の規定にかかわらず、当会社は、
保険付保住宅に保険事故が発生し、特約
条項被保険者が倒産等の場合など相当
の期間を経過してもなお瑕疵担保責任
を履行できず、住宅取得者から保険金請
求を受けた場合において、特約条項被保
険者が瑕疵担保責任を履行するべきで
あった住宅取得者の損害の範囲におい
て、この特約条項の規定にしたがい住宅
取得者に対し、保険金を支払います。こ
の場合、当会社は、この特約に基づき特
約条項被保険者に対して瑕疵担保責任
をてん補したものとみなします。
（用語の定義）
第 4 条 この特約条項において、次の各
号に掲げる用語は、それぞれ次の各号の
定義に従います。
(1) 特約条項被保険者
住宅取得者との間でリフォーム工事請
負契約を締結して保険対象リフォーム
を行い、瑕疵担保責任を負担する者を
いいます。
(2) 保険対象リフォーム
この保険契約の対象として保険証券に
記載された保険付保住宅（保険付保住
宅本体と直接的に接続された付属設備
を含みます。
）の引渡後に行う増築（基
礎の新設を伴うものを除きます。）、改
築または補修工事をいいます。ただし、
当会社が書面にて認めた場合を除き、
工事完了確認日が保険付保住宅の売買
契約に基づく引渡日から起算して６ヶ
月以内のものに限ります。
(3) 保険開始日
保険付保住宅の工事完了確認日で、保
険証券に記載された日をいいます。
(4) 工事完了確認日
特約条項被保険者が住宅取得者との保
険対象リフォームにかかる請負契約に
基づく工事を完了し、当会社が定める
現場検査において適合と確認された後

に、特約条項被保険者および住宅取得
者が当該工事の完了を確認した日で、
「工事完了日確認書」に記載された日
をいいます。
(5) 瑕疵担保責任
特約条項被保険者が住宅取得者との、
当会社所定の保証書による約定に基づ
き負担する民法（明治 29 年法律第 89
号）第 634 条第１項および同条第 2 項
前段の担保の責任をいいます。
(6) 引渡日
保険付保住宅の売買契約に基づく引渡
日をいいます。

(読み替え規定)
第 8 条 この特約条項が適用される保険契
約においては、普通保険約款各条の規定
を次のとおり読み替えます。
(1)普通保険約款第 3 条（損害の範囲）第 1
項の規定中「第 1 条（保険金を支払う場
合）の規定により」とあるのは、「第 1
条（保険金を支払う場合）および引渡後
リフォーム担保特約条項第 1 条（保険金
を支払う場合）の規定により」
(2)普通保険約款第 3 条（損害の範囲）第 1
項第１号の規定中「保険開始日」とある
のは、｢保険開始日(保険対象リフォーム
の施工部分にあっては工事完了確認
日)｣
(3)普通保険約款第 5 条（保険金を支払わ
ない場合）第 2 項第 8 号の規定中「保険
開始日以降に行った保険付保住宅の増
築・改築・補修(第 1 条(保険金を支払う
場合)に規定する保険事故における補修
を含みます。)の工事またはそれらの工
事部分の瑕疵」とあるのは、「保険開始
日(保険対象リフォームの施工部分にあ
っては工事完了確認日)以降に行った保
険対象リフォーム以外の保険付保住宅
の増築・改築・補修(第 1 条(保険金を支
払う場合) および引渡後リフォーム担
保特約条項第 1 条（保険金を支払う場合）
に規定する保険事故における補修を含
みます。)の工事またはそれらの工事部
分の瑕疵」
(4)普通保険約款第 5 条（保険金を支払わ
ない場合）第 2 項第 9 号の規定中「保険
開始日以降に行われた保険付保住宅の
補修作業上の手ぬかりもしくは技術の
拙劣または正当な理由のない補修の遅
延」とあるのは、「保険開始日以降に行
われた保険対象リフォーム以外の保険
付保住宅の補修作業上の手ぬかりもし
くは技術の拙劣または正当な理由のな
い補修の遅延」
(5)普通保険約款第３条、第４条、第５条、
第７条、第８条、第９条、第 10 条、第
11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第
15 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条およ
び第 21 条の規定中、
「被保険者」とある
のは、「被保険者または特約条項被保険
者」
（普通保険約款等との関係）
第 9 条 この特約条項に規定しない事項に
ついては、この特約条項に反しない限り、
普通保険約款およびこの保険契約に適
用される他の特約条項の規定を適用し
ます。

(損害の範囲)
第 5 条 この特約条項が付帯された保険契
約においては、普通保険約款第 3 条（保
証責任の範囲）第 1 項第 1 号に規定する
その他の直接費用の範囲に、保険対象リ
フォームの施工部分の瑕疵に起因する
保険付保住宅の保険対象リフォームの
施工部分以外の部分を補修するための
直接費用を含みます。
（保険金を支払わない場合）
第 6 条 当会社はこの特約条項が付帯され
た保険契約においては、普通保険約款第
5 条（保険金を支払わない場合）第 1 項
に規定する事由のほか、特約条項被保険
者（その下請負人を含みます。）、保険対
象リフォームにかかる建設工事、設計、
工事監理等を行うために締結された請
負契約もしくは受託契約の当事者（これ
らの当事者と締結された下請負契約ま
たは再受託契約の当事者、およびこれら
の者から重層的に契約が締結されたい
ずれの当事者も含みます。）、またはそれ
らの者と雇用契約のある者の故意また
は重大な過失により生じた損害(故意ま
たは重大な過失がなければ発生または
拡大しなかった損害を含みます。)につ
いては、保険事故に該当する場合であっ
たとしても、保険金を支払いません。
2 当会社は、この特約条項が付帯された
保険契約においては、普通保険約款第 5
条（保険金を支払わない場合）第２項に
規定する事由のほか、この特約条項に従
い、次の各号に掲げる事由により生じた
瑕疵担保責任(これらの事由がなければ
発生または拡大しなかった瑕疵担保責
任を含みます。)については、保険金を
支払いません。
(1) 保険対象リフォームにおける建材ま
たは内外装の色または模様の選択（塗装
作業における塗料の色の選択を含みま
す。）の誤り
(2) 保険対象リフォームに伴い設置、更新
または修繕された機器、器具または設備
自体の不具合（特約条項被保険者による
施工または組み立て上の瑕疵による場
合は除きます。）
(3) 保険事故によらずに生じた、防音性能
または断熱性能の未達その他の住宅取
得者が意図した効能または性能の不発
揮

複数被保険者による保険契約に関する特
約条項（既存住宅個人間売買・仲介事業者
瑕疵保証責任保険用）

（保険責任の始期および終期）
第 7 条 この特約条項を適用する保険対象
リフォームを行った部分の保険期間は、
原則として次の各号に掲げる期間とし
ます。ただし、保険証券にこれと異なる
保険期間が記載されている場合にはこ
の限りではありません。
(1) 第 3 条（保険金を支払う場合）第 1 項
第 1 号および第 2 号の事由による場合
保険証券に記載された工事完了確認日
を始期として保険証券に記載された保
険期間の終期までの期間。ただし、損
害が同項第 3 号の事由に起因する場合
については、工事完了確認日から１年
を経過する日もしくは保険証券に記載
された保険期間の終期のいずれか先に
到来する日を終期とする期間とします。
(2) 第 3 条（保険金を支払う場合）第 1
項第 3 号の事由による場合
保険証券に記載された工事完了確認日
を始期として 1 年を経過する日もしく
は保険証券に記載された保険期間の終
期のいずれか先に到来する日を終期と
する期間。
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（複数被保険者）
第 1 条 この特約条項が付帯された保険契
約は、本保険契約の対象とする住宅の売
買契約または保険対象リフォームの工
事請負契約に際し、複数の事業者が被保
険者となっていること（以下「複数被保
険者」という。）を前提としています。
2 本保険契約では、保険契約の対象とす
る住宅の売買契約において瑕疵保証責
任を負う仲介事業者である被保険者を
幹事事業者とします。
（幹事事業者の役割と行為の効果）
第 2 条 次の各号に掲げる事項については、
保険証券記載の保険契約者および被保
険者を代表して幹事事業者が行うもの
とします。
(1)保険契約の申込（保険契約締結まで
の諸手続きを含みます。）
(2)保険料の払込み
(3)現場検査に関する調整および立会い
(4)保険契約上の規定に基づく告知また
は通知
(5) 既存住宅個人間売買・仲介事業者瑕
疵 保証 責任 保険普通 保険 約 款(以 下
「普通保険約款」といいます。)第 10
条（保険事故の発生）第 1 項第 1 号に
規定する通知
(6)普通保険約款第 12 条（保険金請求の
手続き）に規定する保険金請求
(7)普通保険約款第 18 条（保険契約の変
更または解除－保険契約者の申出に
よる場合）に規定する保険契約の変更
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(8)その他前各号の事項に付随する事項
この保険契約に関し、幹事事業者が行
った前項各号に掲げる事項にかかる手
続きは、保険証券記載のすべての保険契
約者または被保険者が行ったものとみ
なします。

（当会社の行為の効果）
第 3 条 当会社が幹事事業者に対しこの保
険契約にかかる承認または通知等を行
った場合、それらは同時に保険証券記載
のすべての保険契約者または被保険者
に対しなされたものとみなします。
（責任に関する規定）
第 4 条 この特約条項の付帯された保険契
約の被保険者は、次の各号に掲げる場合
にあっては各号に定める責任を負うも
のとします。
一 本保険契約の対象とする住宅の売
買契約において、仲介事業者である被
保険者は、売買契約の締結に際し、瑕
疵保証責任を負うものとします。
二 本保険契約の対象とする住宅の保
険対象リフォームの工事請負契約を
締結する被保険者は、請負契約の締結
に際し、瑕疵担保責任を負うものとし
ます。
三 連帯する複数の事業者との間で保
険対象リフォームの工事請負契約を
締結しているとき、保険証券記載の保
険対象リフォームにかかる複数被保
険者は、保険対象リフォームの発注者
である住宅取得者に対し連帯して瑕
疵担保責任を負うことを前提として
います。このとき、保険契約者および
被保険者は、この保険契約にかかる契
約上の義務について連帯して責任を
負うものとします。
四 複数の事業者と単独別個に保険対
象リフォームの工事請負契約を締結
しているとき、保険証券記載の保険対
象リフォームにかかる複数被保険者
は、それぞれ連帯することなく単独別
個に、保険対象リフォームの発注者で
ある住宅取得者に対し瑕疵担保責任
を負担することを前提としています。
このとき、保険契約者および被保険者
は、この保険契約にかかる契約上の義
務について、それぞれ連帯することな
く単独別個に、責任を負うものとしま
す。
（限度額の適用）
第 5 条 普通保険約款第 4 条（保険金の支
払方法および支払限度額）第 1 項から第
3 項までの限度額は、すべての被保険者
に支払われる保険金の額（普通保険約款
第 1 条（保険金を支払う場合）第 2 項の
規定に基づき住宅取得者からの保険金
請求により住宅取得者に保険金を支払
う場合にはその保険金の額を含みま
す。）を通算して保険証券記載の額とし
ます。
（契約の解除の特則）
第 6 条 普通保険約款第 18 条（保険契約
の変更または解除－保険契約者の申出
による場合）に規定する手続きのうち契
約の解除に関するものについては、保険
証券記載の保険契約者全員の連名によ
る申し出によりなされるものとし、その
手続きは幹事事業者が代表して行うも
のとします。
(倒産等の取扱いの特則)
第 7 条 連帯する複数の事業者との間で保
険対象リフォームの工事請負契約を締
結しているとき、普通保険約款第 1 条
（保
険金を支払う場合）第 2 項および第 16
条（買主への周知等）第 1 項の規定中「被
保険者が倒産等の場合など」とあるのは
「保険証券に記載されたすべての被保
険者が倒産等の場合など」と読替えて適
用します。
（普通保険約款等との関係)
第 8 条 この特約条項に定めのない事項に
ついては、この特約条項の趣旨に反しな
いかぎり、普通保険約款ならびに付帯さ
れるその他の特約条項の規定を準用し
ます。

（別表）
イ

ロ

コンクリート工事

玄関土間、犬走り又はテラス等
の構造耐力上主要な部分以外
のコンクリート部分

著しい沈下、ひび割れ、不陸又は隆起が生じること

木工事

床、壁、天井、屋根又は階段等
の木造部分

著しいそり、すきま、割れ又はたわみが生じること

ボード、表装工事

床、壁又は天井等のボード又は
表装工事による部分

仕上材に著しい剥離、変形、ひび割れ、変質、浮き、
すき又はしみが生じること

建具、ガラス工事

内部建具の取付工事による部
分

建具又は建具枠に著しい変形、亀裂、破損、開閉不良
又はがたつきが生じること

左官、タイル工事

壁、床又は天井等の左官、吹付
け、石張又はタイル工事部分

モルタル、プラスター、しっくい又は石・タイル等の
仕上部分若しくは石・タイル仕上げの目地部分に、著
しい剥離、亀裂、破損又は変退色が生じること

塗装工事

塗装仕上の工事による部分

著しい白化、白亜化、はがれ又は亀裂が生じること

屋根工事

屋根仕上部分

屋根ふき材に著しいずれ、浮き、変形、破損又は排水
不良が生じること

内部防水工事

浴室等の水廻り部分の工事に
よる部分

タイル目地の亀裂又は破損、防水層の破断若しくは水
廻り部分と一般部分の接合部の防水不良が生じるこ
と

断熱工事

壁、床又は天井裏等の断熱工事
を行った部分

断熱材のはがれが生じること

防露工事

壁、床又は天井裏等の防露工事
を行った部分

適切な換気状態での、水蒸気の発生しない暖房機器の
通常の使用下において、結露水のしたたり又は結露に
よるかびの発生が生じること

配管又は配線の工事を行った
部分

破損又は作動不良が生じること

コンセント又はスイッチの取
付工事を行った部分

作動不良が生じること

配管の工事を行った部分

破損、水漏れ又は作動不良が生じること

電気工事

給水、給湯または温水暖
房工事部分

蛇口、水栓又はトラップの取付
工事を行った部分
厨房又は衛生器具の取付工事
を行った部分

破損、水漏れ又は作動不良が生じること
破損、水漏れ、排水不良又は作動不良が生じること

排水工事

配管の工事を行った部分

排水不良又は水漏れが生じること

汚水処理工事

汚水処理槽の取付工事を行っ
た部分

破損、水漏れ又は作動不良が生じること

配管の工事を行った部分

破損、ガス漏れ又は作動不良が生じること

ガス栓の取付工事を行った部
分

破損、ガス漏れ又は作動不良が生じること

小屋裏、軒裏又は床下の換気孔
の設置工事を行った部分

脱落、破損又は作動不良が生じること

ガス工事

雑工事
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