ジョイフル

鹿児島の気候に適した高気密・高断熱をそのままに、「和」を全面にイ

メージしたモデルハウスです。一般家庭用のリビングサイズのエアコン
で室内空間のすべてが温度差なく、一年中を快適に過ごせます。

高性能樹脂サッシと24時間計画換気で、結露の発生を防ぎ、家族の健康
と住宅の高耐久性を実現しました。

ZEH基準を標準クリアした外皮性能とハウス・オブ・ザ・イヤー2013で

美しい『和』のシンプルさを

看護専門学校

大賞を受賞した公的にも認められた施工技術の粋。外装、内装共にこれ

大噴火や震災が予測されても︑
鹿児島県の地震保険の加入率は ％程度です︒

さい。心からお待ち申し上げております。

薩摩川内展示場 販売受付中!

地震保険の仕組みと契約
補償対象︑
支払い基準？

できるだけ地震保険料の負担
を軽くするため︑国は割引制度
だけでなく︑税金の控除制度も
用意しています︒特定の地震保
険契約がある方は﹁地震保険料
控除﹂を適用することで︑所得
税や住民税が一部控除されるこ
とによって︑税金の負担を軽く
できます︒
地震保険料控除を受けるため
には︑年末調整時や確定申告時
に︑保険会社から届く﹁控除証
明書﹂を添えて申告する必要が
あります︒

保険料の負担を抑える
﹁地震保険料控除﹂
とは？

とと存じますので､ご家族の皆様でお越しくだ

地震保険では︑契約できる補
償の対象や︑方法︑保険金額︑
支払い基準に制限があります︒
被災したときに﹁期待していた
補償を受けられなかった﹂とい
うことがないように︑地震保険
の仕組みをしっかりと理解して
おきましょう︒
︵1︶補償の対象
地震保険の対象となるのは︑
居住用の建物と家財のみです︒
工場や事務所専用の建物など︑
住居として使っていない建物を
対象として地震保険を契約する
ことはできません︒
また︑自動車は家財に含まれ
ないので注意しましょう︒
自動車にも地震補償を付けた
い場合には︑地震や津波などの
損害を補償する車両特約などを︑
自動車保険に付帯する必要があ
ります︒
︵2︶契約方法と契約金額
一般的に地震保険は︑単独で
は加入できないため︑火災保険

30

磯山自治会館

とセットで加入する必要があり
ます︒また︑契約できる保険金
額には制限があり︑火災保険の
契約金額の ％〜 ％の範囲内
で設定する必要があります︒さ
らに︑建物は5000万円︑家
財は1000万円までが限度額
に定められています︒
︵3︶支払い基準
地震保険の保険金は︑実際の
修理費ではなく︑損害の程度に
応じて︑保険金額の一定割合が
支給されます︒保険始期が
2017年1月1日以降の地震
保険契約の場合︑損害の種類は
﹁全損﹂﹁大半損﹂﹁小半損﹂
﹁一部損﹂に分類され︑それぞ
れ保険金の100％︑ ％︑
％︑5％が支払われます︒
これまで述べた通り︑地震保
険で補償される金額は︑最大で
も火災保険の保険金額の ％ま
でとなるため︑決して十分な金
額とはいえないでしょう︒しか
し︑被災後に家を建て直さない
としても︑住宅ローンの返済や︑
新しい住まいの賃料︑当面の生
活費など︑生活を立て直すため
には多くのお金が必要となりま
す︒東日本大震災や熊本大地震
では︑ダブルローンを組まなけ
ればならないなど︑被災者の
様々な困難が指摘されました︒
このような悲劇的な事態を少
しでも解消するためにも︑地震
保険に加入することをお勧めい
たします︒
テレビなどでも桜島が大噴火
を起こした場合の被害想定や︑
被災者数の予測が公表されるな
ど桜島の噴火予測は逼迫してい
ます︒松下孝建設は︑様々な災
害を想定し︑地震や水害に強い
構造躯体を開発して参りました︒
新築をお考えならば︑是非一度
弊社の展示場をご覧ください︒

ファミリー
マート

一発ゴー！

検索

松下孝建設

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他
一発ゴー！

□住宅に関する資料等もフリーダイヤルにてご請求下さい。
資料等をお送り致します。

●
県営ハイタウン
平佐住宅
川内中央
中学校 ●

外観

●
●

012 0 - 0 7 9 - 0 8 9
検索

■

松下孝建設のHybrid eco-heart Q工法は、充填断熱
と外張り断熱のW断熱工法です。
外張り断熱には、遮熱シートが貼られ、住宅が蓄
熱されるのを防ぎます。内側の充填断熱は外部の
影響を受けにくいので、保冷材として室内の急な
温度変化を防ぎ、また、気密性が高いので、室内
の涼しい空気が必要以上に 外部へ逃げていくのを
防いでいます。松下孝建設が標準採用している第
三種換気システムは、家全体の空気を動かし、エ
アコン一台でも温度差の少ない、快適な室内空間
を実現しています。
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付けられており、夏も冬も低温空調による省

桜島に備える地震保険を考える！
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修
の結果、建築基準法(1981年6月1日施行)にお
ける耐震基準を満たす建物であること

鹿児島純心 ●
女子大学

ホンダ
●
●

桜島の活動が増している
今︑
考える地震保険！

地震保険は︑全国各地で金額
が異なりますが︑鹿児島県の場
合は︑桜島ばかりではなく︑南
海トラフの大津波や霧島連山︑
熊本の阿蘇山も噴火の傾向が指
摘されています︒高額ではない
ので︑住宅ローンの返済が終了
していない方や︑被災後に今の
仕事を継続することが難しいと
予想される方は︑地震保険への
加入をおすすめします︒大正大
噴火︵1914︶から百年以上
が経過し︑桜島はいつ噴火して

10％

この展示場で新しい松下孝建設に出会えるこ

耐震診断割引

日光設備
●

セブンイレブン

外観

に降ります︒避難しない場合で
もおかしくない状況です︒
ておく必要があります︒
も︑木造住宅では降灰により木
地震保険の保険料と地域
造家屋損壊などの被害も想定さ
れ︑地震保険の支払い対象とな
や建物による割引制度︒
ります︒
先に述べた様に︑地震保険の
傷害保険や自動車保険の車両
保険料は建物の構造や︑所在地
保険なども︑任意の自動車保険
︵都道府県︶によって異なりま
の車両保険に﹃地震・噴火・津
す︒例えば︑鉄骨造やコンク
波﹁車両損害﹂補償特約﹄を付
リート造の建物は︑木造の建物
加したり︑天災危険補償を付帯
した傷害保険に加入していれば︑ に比べて保険料が低く設定され
ています︒政府と民間の共同運
給付を受ける事ができます︒
営である地震保険の保険料は︑
新築だけでなく︑
ローン
どこの保険会社で加入しても差
がありません︒また︑地震保険
支払い中の方も加入を︒
には建物の免震・耐震性能など
に応じた4つの割引制度があり
ます︒下記表に記載した割引制
度のなかでも︑特に建築年割引
は該当する場合も多いので︑付
帯漏れがないように気を付けて
ください︒割引制度を利用する
ためには︑建物登記簿謄本や住
宅性能証明書など︑所定の確認
資料を提出する必要があります︒
また︑割引制度は重複して利
※1 2014年6月 日以前始期契約の
用することができないので︑不
場合︑割引率は ％
明な部分があれば︑保険代理店
※2 2014年6月 日以前始期契約の
の担当者や保険会社によく聞い
場合︑割引率は ％

住宅ですから是非、ご覧頂きたいと思います。

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している
建物であること

薩摩川内市天辰町1549-3付近 薩摩川内モデル

エネルギーで快適なシステムが稼働する予定
ジョイフル
TSUTAYA●

かして一室だけ2階に居室が設けられていま
ミドリ
薬品

耐震等級3は50％(※1)
耐震等級2は30％(※2)
耐震等級1は10％

60

にはない全く新しいコンセプトで設計された

外観

●

す。大きな開口部と大屋根の今までの加世田
●

耐震等級割引

20 30 30 30

50

●

様に大屋根構造になっています。また、新し
万之瀬川

です。平屋感覚の住宅ですが、屋根構造を活
トヨペット
●
●
ふく福
●

瀬戸川不動産

ハウス)の為の太陽光パネルが取り付けられる

加世田不動産
ほっともっと

く開発された新型暖冷房空調システムが取り
270

■地震保険料の割引制度

ハイブリッド・エコ・ハート Q
「エアコン 1 台、全室低温空調暖冷房」

までの松下孝建設とは少し違う趣を感じてください。
外観

加世田展示場は将来、ZEH(ゼロ･エネルギー･

社
■本

こころを込めて

中山交番●

南海トラフの地震と津波︑
桜島の大爆発が予測される現在︑
備えは万全ですか？

鹿児島市中山町895 付近 和楽モデル

桜島の噴火による住宅・家財
の損害は火災保険の対象になる
のでしょうか？
火山活動で住宅や家財が損害
を被った場合︑火災保険では
﹁地震・噴火又はこれらによる
津波﹂による損害を補償の対象
外としているため︑地震災害で
補償を受けるには﹃地震保険﹄
に加入しておく必要があります︒
地震保険は︑地震や噴火︑津
波によって建物や家財が火災・
損壊・埋没・流失したときの損
害を補償する保険です︒
災害や火災時の損害は︑すべ
て火災保険で補償されると誤解
している方もいますが︑火災保
険は一切支払いません︒
地震などの自然災害は︑広範
囲で甚大な災害になるため︑保
険会社だけでは対処しきれない
ので︑国からも資金を出すため︑
地震保険の場合は︑火災保険の
％までしか保険金額を設定で
きません︒また︑火山灰は広域
50

松下孝建設

齋 藤 恭 誠

●
南さつま署

1981年6月1日以降に新築された建物であるこ
と住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づ
く免震建築物であること

10％
50％(※1)

建築年割引
免震建築物割引

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他

編集責任

南さつま市加世田村原3丁目16-3付近 加世田モデル
〒891-0108
鹿児島市中山1丁目14-29
TEL 099 - 267 - 7594
0120-079-089

加 世 田 展 示 場 公 開 中！
松 下 孝 行

ハイブリッド・エコ・ハート Q
「エアコン 1 台、全室低温空調暖冷房」
発 行 人

心地よい空間
丁寧に仕上げた

●
お菓子の
小田屋

25

●

適応条件

割引率

割引名称

50

替え玉屋

中山
小学校
●●
●

●焼肉の白川
モス
バーガー
ローソン
● ●
ヤマト
●運輸
●
ぎょうざの
丸岡
●

職人の技と

公 開 中！
和楽展示場
ハイブリッド・エコ・ハート Q
「エアコン 1 台、全室低温空調暖冷房」
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