
マンション管理組合火災保険一括見積のご案内 
 

○○マンション管理組合御中 

当社は日本でも数少ないマンション管理組合に関する火災保険を、複数保険会社一括でお見積もりできる保険代理店で

す。みなさまにお気軽にご相談できるようにＦＡＸやメールにて見積の対応を行っております。保険の内容はじっくり管

理組合の役員及び会員の方でご相談いただき納得の上ご契約いただけます。 

 

・いつもの通りの保険会社に満期で継続している・・・ 

・保険のことは管理会社に全て任せている・・・ 

・特殊な保険なので比較なんか考えたことも無く継続するものだと思っている・・・ 

 

この様な管理組合の方・・・管理組合の保険といえども保険料は皆さんの財布から支払われている大事なお金です、今

一度じっくり考えてみませんか？しかし補償条件をバラバラで見積もりを取ったのでは内容が本当に同じなのかどうか分

かりません！ そんなみなさまのお手伝いをするのが私たちのです。見積は無料！！複数保険会社を同じ補償条件で考え

る当社に全ての保険会社のお見積もりを任せてください！！  

２ページは見積依頼シート、３ページからは当社で取り扱っている保険会社の企画書やパンフレットなどです。 

見積はメールで配信 一度試してもらえませんか！ 



マンション管理組合保険見積依頼ホーム 
マンション

名称 

 

所在地 

（すべてお

書き下さい） 

 

        市・郡                    

                          

建物全体 

or 

共用部分 

の延面積 

全体 ・ 共用部分←いずれかを選択し下記にご記入下さい 

  エレベーター数    台 

       ．   ㎡    エスカレーター数    機 

 

駐車場の形態  段式   台分  機械式   台分    

構造・階数 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         階建て 

 

その他の構造の場合                      

建築年月 昭和 ・ 平成    年    月 

全住居戸数                   戸 

住居以外の

用途の戸室

があれば 

具体的な用途・戸数（例：常設の集会所・１F貸店舗など） 

 

            □なし  

ご連絡先 

           

              様 室名             

TEL              FAX              

見積は PDF にて送付させて頂きます（送付先↓） 

mail                             

共用部分 

保険金額 

 

評価額         万円（わかれば） 

 

保険金額         万円 ・ お任せで（標準 ・ 最低限）

現在の保険証券も併せてＦＡＸして下さい 

※複数棟ある場合お手数でもそれぞれで作成下さい 

送付先 ＦＡＸ ０７９－４５６－０８８２ 

mail m_hata@ibnhd.com 



（積立）家庭総合保険
（マンション管理組合用プラン）

（積立）家庭総合保険（マンション管理組合用プラン） 平成26年7月以降保険始期用

 マンション共用部分に、あんしんをお求めの方に。

マンション管理組合向け総合補償プランのご提案  マンション保険　管理組合　管理組合　管理組合　個人賠償包括　施設賠償　マンション管理
組合　保険　保険　保険　管理組合保険　一番安い保険　最安値　保険比較　保険比較　安い　安い　積立マンション保険　積立マンション保険
　積立　セコム　安心マンション　安心マイホーム　マンション共用部分　マンション共用部分　マンション共用部分　マンション保険　風災　
竜巻　水害　土砂崩れ　汚損　破損　保険対応　マンション管理組合保険　マンション管理組合総合保険　共用部分保険　付保割合　マンション
地震保険　マンション地震保険　マンション火災保険　共用部分の保険　保険比較　保険比較サイト　安い保険比較サイト　マンション保険比較
サイト　マンション保険比較サイト　マンション比較サイト　安い保険から検索　マンション管理組合比較サイト

取扱代理店　株式会社保険情報ｽﾃｰｼｮﾝ兵庫　TEL079-456-0880　兵庫県加古川市加古川町溝之口469-5 ﾘｵ･ﾚｼﾞｭｰﾙ加古川1F



取扱代理店

株式会社　保険情報ステーション兵庫
兵庫県加古川市加古川町溝之口469-5 ﾘｵ･ﾚｼﾞｭｰﾙ加古川1F
TEL079-456-0880　FAX079-456-0882



マンション管理組合向け総合補償プランのご提案

○○マンション管理組合 御中

ＳＥＫ-1101-1405-0021

取扱保険代理店グループ

ＩＢＮホールディングス株式会社
本社 兵庫県加古川市加古川町溝ノ口４６９－５ リオ・レジュール加古川１Ｆ（JR加古川駅北）

TEL 079-456-0880 FAX 079-456-0882 担当 畑 正彦 mail m_hata@ibnhd.com
岩手・東京・長野・京都・大阪・兵庫・岡山・山口（IBNｸﾞﾙｰﾌﾟ会社）

比較・見積は・・・www.ibnhd.com/sabpage/mansion.htm・・・へアクセス

マンション管理組合向け総合補償プランのご提案 マンション保険 管理組合 管理組合 管理組合 個人賠償包括 施設賠償 マンション管理組合 保

険 保険 保険 管理組合保険 一番安い保険 最安値 保険比較 保険比較 安い 安い 積立マンション保険 積立マンション保険 積立 セコム 安
心マンション 安心マイホーム マンション共用部分 マンション共用部分 マンション共用部分 マンション保険 風災 竜巻 水害 土砂崩れ 汚損 破損
保険対応 マンション管理組合保険 マンション管理組合総合保険 共用部分保険 付保割合 マンション地震保険 マンション地震保険



のご案内 

２０〇〇年 〇〇月 〇〇日

201４年７月1日以降始期契約用 〇〇〇〇〇管理組合 御中

（マンション管理組合  用）

 

取扱代理店
ＩＢＮリスクコンサルティング株式会社
兵庫県加古川市加古川町溝之口469-5 ﾘｵ･ﾚｼﾞｭｰﾙ加古川2F
TEL 079-456-0880  FAX 079-456-0882
比較・見積は･･･www.ibnhd.com/sabpage/mansion.htm･･･へアクセス



○○○○管理組合 様

積立マンション総合保険のご案内

平成２６年９月１日～

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

取扱代理店 ＩＢＮホールディングス株式会社
兵庫県加古川市加古川町溝ノ口４６９－５ リオ・レジュール加古川１Ｆ

TEL 079-456-0880  FAX 079-456-0882
比較・見積は・・・www.ibnhd.com/sabpage/mansion.htm・・・へアクセス

マンション保険 マンション保険 マンション保険 まんしょん ほけん まんしょん ほけん マンション 保険 マンション 保険 ﾏﾝｼｮﾝ保険積
立マンション 積立マンション 積立マンション 積立マンション 管理組合 管理組合 管理組合 管理組合 管理組合 管理組合 管理組合 マ
ンション総合保険 マンション総合保険 マンション総合保険 マンション総合保険 マンション総合保険 マンション総合保険 マンション総合保険 マン
ション管理組合 マンション管理組合 マンション管理組合 マンション管理組合 マンション管理組合 マンション管理組合 マンション管理組合 マンション管理組
合保険 マンション管理組合保険 マンション管理組合保険 マンション管理組合保険 マンション管理組合保険 マンション管理組合保険 マンション管理組合
総合保険 マンション管理組合総合保険 マンション管理組合総合保険 マンション管理組合総合保険 マンション管理組合総合保険 積立マンション管理組合総
合保険 積立マンション管理組合総合保険 積立マンション管理組合総合保険 積立マンション管理組合総合保険 積立マンション管理組合総合保険 マンション
火災保険 マンション火災保険 マンション火災保険 マンション火災保険 マンション火災保険 マンション破損保険 風災 風災 風災 風災 風災 風災 風災
風災落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 落雷 台風 風災 地

震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 火災保険 火災保険 火災保険 保険

マンション保険 マンション保険 マンション保険 まんしょん ほけん まんしょん ほけん マンション 保険 マンション
保険 ﾏﾝｼｮﾝ保険積立マンション マンション管理組合総合保険 マンション管理組合総合保険 積立マンション管理組合総合保険 積立マ
ンション管理組合総合保険 積立マンション管理組合総合保険 積立マンション管理組合総合保険 積立マンション管理組合総合保険 マン
ション火災保険 マンション火災保険 マンション火災保険 マンション火災保険 マンション火災保険 マンション破損保険 風災 風災 風災
風災 風災 風災 風災 風災落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台
風 風災 地震 落雷 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風災 地震 落雷 台風 風

災 地震 落雷 火災保険 火災保険 火災保険 保険
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