
2021年7月1日以降始期契約用

（総合自動車保険）

自 動 車 保 険 を ご 検 討 中 の お 客 さ ま へ

商 品・サ ー ビ ス の ご 案 内

最高評価「三つ星」をベースに、国際認定プログラムをクリア、
通販損保として唯一の「五つ星認証」を3年連続で取得しました。
※2021年2月現在、当社調べ

「通販損保唯一の五つ星認証取得」



三井ダイレクト損保が選ばれる理由

自転車事故でも事故の形態によっては高額な賠償金になる場合が
あります。また、2019年の自転車事故は80,473件発生（注1）して
おり、約7分に1件の割合で事故が発生していることになります。

（注1）警察庁「令和元年中の交通事故の発生状況」より
（注2）国土交通省「自転車事故の損害賠償に係る現状について」より （出典）警察庁「平成31年自転車関連事故に係る分析」より

「自転車対歩行者」事故のうち歩行者死亡・重傷
事故における自転車運転者の年齢層別件数自転車賠償特約のセットをお勧めします！

中間コストをできるだけ省くと
ともに、走行距離などに応じた
合理的な保険料を実現。
お客さまの状況等に応じた様々
な割引制度をご用意。

納得の保険料 おトクなサービス＆カンタン・
便利なスマホアプリ

詳しくは
P.7～8

詳しくは
P.9～10

保険料が安いだけじゃない！各種
優待サービスで自動車保険に
ご加入後もおトク。ご契約者さま
専用のスマートフォンアプリで、
「5つの便利」をご提供。

基本の補償とニーズに合わせて選べる特約 詳しくは
P.11～14

基本となる補償

相手方への補償
対人賠償保険
対物賠償保険

ご自身の補償
人身傷害保険
搭乗者傷害保険

お車の補償

車両保険

選べる特約

自転車賠償特約、新車特約、
弁護士費用補償特約、
対物超過修理費用特約  等

9歳以下
2%

10～19歳
36%

20～29歳
18%

30～39歳
12%

40～64歳
21%

65歳以上
11%

10代の
自転車事故が
全体の3割以上を
占めています！

高額賠償事故事例（注2）

9,521万円（神戸地裁2013年7月4日判決）
9,266万円（東京地裁2008年6月5日判決）

安心の事故対応 充実のロードサービス

スピーディーかつプロフェッショナルな対応
+万全のサポート体制で、お客さまに安心をお届け

詳しくは
P.3～4

どこでも安心！ 全国に広がるサービスネットワーク
により、きめの細かいサービスをスピーディー
にご提供

詳しくは
P.5～6

グループネットワークでスピード対応！

（注）MS&ADインシュアランス グループは、三井住友海上火災保険（株）、あいおいニッセイ同和損害保険（株）を中核とする国内最大級の
保険料シェアを持つ損害保険グループです。

全国に広がるネットワークと、MS&ADインシュアランスグループの
経験と実績を活かし、お客さまをサポートします。
三井ダイレクト損保は、MS&ADインシュアランス グループ（注）の一員です。
当社の事故受付センターは、三井住友海上も事故受付を委託しているグループ会社が運営しています。
お車の損害については、三井住友海上・あいおいニッセイ同和損害調査に所属する鑑定人と提携して確認を行います。

指定修理工場
約1,970か所

ロードサービス
約4,700か所

損害サポートネットワーク
約450か所

弁護士ネットワーク
約150事務所

※2020年10月1日現在

ドライブレコーダー映像を活用した事故対応

お客さまからご提供いただいたドライブレコーダー映像を

事故の早期・円満解決に活用します。

事故当事者間の状況認識に大きな隔たりがある場合にも、客観的

な情報をもとにお客さまに寄り添った事故解決を目指します。

NEW

三井ダイレクト損保が選ばれる理由

グループネットワークでスピード対応！

三井ダイレクト損保は、事故にあわれたお客さまに
安心していただけることを第一に考えています。

突然の事故で不安がいっぱいのお客さまに、少しでも早く
ご安心いただけるよう、親身かつ迅速な対応を心掛けています。

三井ダイレクト損保だからできることを、お客さまの立場に立って考え
行動し、寄り添いながら、ご満足いただける事故対応を目指します。

三井ダイレクト損保の「想い」
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事故の相手方が日本語に不自由な外国人の方であっ
ても、三者間通話を行い、円滑に事故対応を進めます。 
言語は17か国語（注3）

に対応しています。 
訪日外国人が増加
している昨今、万一
の事故であっても万
全の体制でサポート
します。     

事故対応の流れ（もしもの事故の時には）

解 決

事故発生
事故受付センターで休日夜間を問わず24時間365日、年中
無休でお客さまからの事故連絡の受け付けを行っております。
レッカー車等の手配が必要な場合は、ロードサービスセンター
で手配をします。

24時間365日の事故受付
事故受付1

対人・対物賠償事故については、お客さまに代わって示談交渉を
行います。必要に応じ、事故現場や修理工場への立ち会いや、
病院や被害者への訪問を行い、損害の確認および事故解決に
向けた話し合いをします。

3 損害の確認・
事故解決に向けた話し合い

9時～17時（平日）

三井ダイレクト損保の事故対応満足度は94.2%（注）
大きな安心と高い満足をご提供できるような事故対応サービス
向上を目指しています。4 保険金のお支払い

初期対応を行い、その結果をお客さまに報告いたします。2 安心の事故対応時間
初期対応

9時～19時対応（365日対応）

初期対応内容
事故相手方への連絡 修理工場への連絡病院への連絡

三井ダイレクト損保 事故対応の特長

専任の事故担当者 ＋ 万全のサポート体制
お客さまの専任担当者が責任をもってご対応します。また、お客さまに当社全体で万全のサポートをご提供します。

（注1）人身や物件、被害事故に応じ専任の担当者が対応いたします。
（注2）全国で平日・休日を問わず、21時までご利用いただけます。
（注3）英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・インドネシア語・タイ語・タガログ語・ベトナム語・ネパール語・フランス語・ドイツ語・

イタリア語・スペイン語・ロシア語・マレー語・クメール語・ミャンマー語

事故関係者
■自動車
　修理工場
■医療機関

アジャスター 管理者 医療調査役

専任担当者（注1）

お客さま 相手方

事故対応をサポート

社内体制

休日でも安心の事故対応 被害事故専任担当

多言語事故対応サービス（　　）17か国語
対応

さらに

休日（土・日・祝日・年末年始）でも19時まで初期
対応し、対応結果をお客さまにご報告します。
対人・搭乗者傷害・
自損事故傷害・人身
傷害の入院事故に
ついては、ご要望
により、休日の事故
でもお客さまのもと
に急行（注2）します。

万一の事故の際、お電話はもちろん、お客さま専用の
連絡ツール「安心メッセージボード」で、お客さまと
専任スタッフ間の
ご質問、ご相談の
双方向のやりとり
ができます。

お客さまに賠償責任が発生しない被害事故の場合、
被害者側の保険会社はお客さまに代わって相手方
との交渉を行うこと
はできませんが、お客
さまの相談にあたら
せていただきます。

インターネット事故対応サービス

三井ダイレクト損保アプリをダウンロードしておけば
いつでもどこでも、カンタンにつながります。

いますぐダウンロード
三井ダイレクト損保アプリ 検索

詳しくは
P.10

契約内容確認

すぐに
確認

事故連絡

省 略

カンタン
に連絡

進捗状況確認

いつでも
確認

安心メッセージボードでいつでも確認ワンタップで事故連絡可能

（注）2019年度 当社事故対応サービスに関するお客さまアンケート結果「どちらかといえば満足」「満足」を「満足」として集計
      （回答数：8,328件 当社調べ）
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パンク

レッカーサービス バッテリー上がり キー閉じ込み

落輪引き上げガス欠 雪道でのスタック

ご契約のお車が事故または故障
で自力走行不能となった場合、
レッカー車で現場から当社（ロー
ドサービスセンター）が指定する
修理工場まで距離の制限なく
牽（けん）引します。

※お客さまが修理工場を指定される場合は、50㎞（実走距離）
　を限度に牽引します。

エンジンの再始動
 （保険期間中に1回を限度）

お客さまのスペアタイヤ
への交換作業

10リットルまでのガソリンお届け
（ガソリン代は利用者の負担）

2万円（税込）までの
落輪引き上げ

走行可能な場所への
引き出し作業

カギ開けに対応

※離島およびレッカー車等の立ち入りができない場所（湖沼、海岸、河川敷、悪路の山間部等）ではロードサービスの手配や
　提供ができない場合があります。 

（注1）2020年10月1日現在
（注2）屋内等衛星から捕捉されない場所からのご利用の場合は最寄りの基地局情報となる場合があります。ご利用の携帯電話によっては、

このサービスをご利用いただけない場合があります。
（注3）自宅から直線距離で50km以上遠方でのガス欠が対象です。保険期間中に1回を限度とします。
（注4）自宅から直線距離で50km以上遠方での事故または故障によるトラブルが対象です。ガソリン代や乗り捨て費用は対象外となります。

充実のロードサービス
24時間365日、全国約4,700か所 で
あなたをサポート。

（注1）

事故車両の引取・納車サービス 修理期間中の代車サービス 

納車時の洗車サービス

ガソリン10リットルサービス レンタカー12時間サービス

お車をご自宅までお引き
取りに伺い、修理完了後
ご自宅へお届けします。

修理完了後、お車を
洗車してご納車します。

ガス欠の現場へ急行し、
10リットルまでのガソリン
をサービスします。（注3）

事故または故障でお車が自力走行不能
となった場合、レンタカー会社をご案内。
12時間を限度にレンタカー代（5ナン
バー車）をお支払いします。（注4）

GPS位置情報の活用（注2）で旅行先等見知らぬ場所でも、故障現場等を正確に特定し、
迅速なサービスをご提供いたします。

GP S位置情報サービス

https://www.h2a.anshin-dial.co.jp/gps/id=3001右記URLまたはQRコードより
アクセスしてください。

契約2年目以降のお客さまには更なるメリット！

「指定修理工場」を活用ください！
お客さまのカーライフに

三井ダイレクト損保では、厳しい条件をクリアした全国の優良な工場と提携。ご契約のお車であれば、車両保険をセット
されていない場合や車両保険を使用されない場合でも「指定修理工場」をご利用いただけます。

【ご利用にあたっての注意点】
・指定修理工場のご利用をご希望されるお客さまは、三井ダイレクト損保へご連絡ください。当社へのご連絡なく、直接、お客さまよりお車の
修理をお申し込みされた場合、当社の指定修理工場として各種サービスを受けられません。

・大規模災害時や離島等の一部地域においては、指定修理工場をご利用いただくことができない場合があります。

・ガラスのみの修理を自宅等で実施する場合は、修理箇所のワンオーナー保証のみご利用可能となり、他のサービスはご利用いただけません。

・二輪自動車、原動機付自転車は対象外です。

全国に広がる指定修理工場をWebで検索

https://www.e-map.ne.jp/pc/?cid=mitsuid

修理に絶対の自信を持つ「指定修理工場」で、一般整備・
車検も対応!お客さまのご自宅近隣の指定修理工場は
こちらから検索できます。

三井ダイレクト損保 指定修理工場 検索

詳しくは右記QRコード、
または下記検索ワード、
URLよりご確認ください。

※指定修理工場が対応可能な
　地域に限ります。

指定修理工場での修理期間中
の代車をご提供。

※指定修理工場が用意する代車と
なり、車種等の指定はできません。

※代車使用期間中のガソリン代は、
　お客さまのご負担になります。

RENT

修理箇所のワンオーナー保証

修理箇所に不具合が発生した
ときには、お客さまが修理車両
を所有している期間に限り無料
で再修理いたします。

全ての
契約に
セット！

※自然消耗などは除きます。
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おてがる価格で安心補償
インターネットからのお手続きでお得！

さまざまな割引制度で、さらにお得！

NEW

【自家用普通/小型/軽四輪乗用の場合】
ご契約のお車が初度登録年月（軽自動車の場合は
初度検査年月）の翌月から起算して
49か月以内の場合、割引が適用
されます。

2台目以降のお車に、初めて自動車保険をご契
約いただく場合で所定の条件を満たす場合は、
セカンドカー割引を適用します。

当社で自動車保険またはバイク保険をご契約中
の方が、新たに自動車保険またはバイク保険を
当社の「My ホームページ」から
お申込み・ご契約いただくと
適用されます。

AEB（衝突被害軽減ブレーキ）によるリスク軽減
効果を反映させ、所定の条件を満たしている
場合に割引が適用されます。

新車割引 ASV割引

セカンドカー割引 複数台割引

新車登録後
49か月まで

適用

7等級からの
お引受け

9％割引

1,000円
割引

リスク細分型だからお得！
ひとりひとりのリスクに応じた合理的な保険料を算出します。

（注4）年間を通じて週5日以上または月15日以上、A：業務に使用、B：通勤・通学に使用で区分いたします。
C：日常・レジャーはAおよびBに該当しない場合に区分いたします。詳しくはホームページをご覧ください。

（注5）保険始期日時点における記名被保険者の運転免許証の色に応じて保険料を算出します。

申込日時点から過去1年間の走行距離
実績に基づく8つの距離区分に応じて
保険料を算出いたします。「契約時に
申告した契約距離区分を超過したらどう
しよう？」という心配はいりません！！

年間走行距離

ご契約のお車の登録番号（ナンバープ
レート）の運輸支局名に基づく7つの地域
区分に応じて保険料を算出します。

お車の登録地

ご契約のお車の使用目的にあわ
せた保険料を算出いたします。

使用目的（注4）

運転免許証の色に応じた保険料
を算出いたします。

免許証の色（注5）

C：日常・レジャー使用A：業務使用 B：通勤・通学使用

ゴールド ブルー グリーン

北海道 東 北 関東・甲信越 東海・北陸

近畿・中国 四 国 九州・沖縄

3,000㎞以下
5,000㎞以下
7,000㎞以下
10,000㎞以下
12,000㎞以下
15,000㎞以下
20,000㎞以下
20,000㎞超

8
つ
の
距
離
区
分

3,000㎞以下 5,000㎞以下 7,000㎞以下 10,000㎞以下…

…お得度
お得度

お得度 お得度

運転される方の範囲・年齢によって保険料が異なります！

年齢を問わず補償

〇
×
×
×
×

〇
〇
〇
〇
〇

運転者 本人限定 本人・配偶者限定 限定なし 運転者の年齢条件

年齢を問わず
補償 21歳以上補償

35歳以上補償26歳以上補償

①　 記名被保険者（本人）
②　 ①の配偶者
③　 ①または②の同居の親族
④　 ①～③の方の業務に従事中の使用人
⑤　 ①～④以外の方

〇
〇
×
×
×

500円割引
最大10,500円

割引（注2、注3）

インターネット
契約割引

eサービス
（証券不発行）割引

（注1）新規のご契約で年払の場合は、割引前の年間保険料に応じて最大10,000円割り引きます。継続のご契約で年払の場合は、
　　 継続1回目は割引前の年間保険料に応じて最大6,000円、継続2回目以降は一律3,000円割り引きます。
（注2）継続のご契約で年払の場合は、インターネット契約割引（最大6,000円）とeサービス（証券不発行）割引（500円）適用に
　　  より、最大6,500円の割引となります。
（注3）インターネット契約割引（最大10,000円）とeサービス（証券不発行）割引（500円）適用の場合。

（注1、注2）

10,000円割引最
大 500円割引

最大10,500円
割引（注2、注3）

インターネット
契約割引

eサービス
（証券不発行）割引（注1、注2）

10,000円割引最
大

（注）割引の対象となる補償種類とそうでない補償種類があるため、ご契約の保険料の割引率は契約条件などによって上記の割引率
とは異なる場合があります。

※詳しくは、当社Webサイト・約款のしおり（普通保険約款・特約）等を必ずご確認ください。

長くご契約いただくと、ぐーんとお得に！
他社からお切り替えのお客さまも、これまでの等級・事故有係数を引き継いでの加入が可能です！
20等級のお客さまなら、他社からのお切り替えでも「長期無事故割引」が適用されてお得に！！
さらに、当社でご継続いただくと、「継続割引」「長期無事故割引プラス」が適用！！

4%割引
（注）2%割引

（注） 5%割引
（注） 6%割引

（注）

割引合計

（注）割引の対象となる補償種類とそうでない補償種類があるため、ご契約の保険料の割引率は契約条件などによって上記の割引率
とは異なる場合があります。 

継続割引
当社で継続されてきた回数に応じて、保険料が
1.0％～2.0％割り引かれます。 割引なし

ご契約1年目 ご契約2年目 ご契約3年目 ご契約4年目以降

20等級20等級

2.0%

前年のノンフリート等級が20等級かつ等級ダウン
事故がない場合に保険料が2.0％割り引かれます。

長期無事故割引

前契約が三井ダイレクト損保であり、長期無事故割
引が適用される場合に保険料が1.0%～2.0%割り
引かれます。

長期無事故割引プラス

20等級20等級

20等級（他社）

前契約が他社の場合にも適用

20
等
級

対象

対象
2
年
目
以
降

全
員

（注）

割引
（注）6%

最大
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・・・・・・・・

ご加入後もお得な特典が盛りだくさん
三井ダイレクト損保は保険料が安いだけじゃない

三井ダイレクト損保アプリは、ご契約者さま向けの無料のスマートフォンアプリです。
万一の事故の際はもちろん、自動車保険に関わる手続きを簡単に行えます。
また、普段の生活でもご利用いただけるお得なクラブオフ（優待サービス）の機能など、ご加入
後も楽しめる大変便利なアプリです。

三井ダイレクト損保アプリ

つの便利な

事故連絡を
ワンタップで

事故の際は、アプリから
ワンタップで事故受付
センターへ電話発信。２回目
以降の連絡は「安心メッ
セージボード」でご質問・
ご相談などができます。

簡単な
契約変更手続き

お車の買替えや補償内
容の変更など、ご契約内
容の変更が簡単にでき
ます。

保険証券を
アプリで

普段は持ち歩かない保険
証券。アプリならオフライン
や回線速度が遅い時でも
快適にご契約内容を確認
できます。

ダウンロードはこちら

三井ダイレクト損保アプリ 検索

App Store または Google Play から

保険
証券

オフライン

OK
メッセージ
があります

無料
FREE

三井ダイレクト損保クラブオフ

オリジナル特典
安いのは保険料だけじゃない！暮らしやカーライフに便利でお得な三井ダイレクト損保オリジナルの割引特典をご用意しています。

最大

OFF
50%
最大
グルメ

最大

OFF
90%

(注2)
最大
宿 泊

ＡＣ車検

50%当
選
確
率

ガリバー

生活110番 三井ダイレクト損保の日

最大

OFF
75%
最大

レジャー

整備工賃
%
OFF15

特
典
1

引取・納車

無料
特
典
2

オイル交換

無料
特
典
3

選べる

ギフト
車
を
売
る

選べる
オプション

万円分3
車
を
買
う

ガラス
コーティング

無料または

15利用料 %
OFF

特
典

三井住友海上がサポートする全国の優良な指定・
認証整備工場代理店組織「アドバンスクラブ
（AC）」の会員工場を紹介する車検制度です。

ガリバーは全国約500店をもつ国内最大手の中
古車販売・買取会社です。お車を「売ったとき」
「買ったとき」どちらもお得なオリジナル特典をご
用意しています。

毎月第三水曜日を「三井ダイレクト損保の日」とし、
様々な特典をご提供しています。

暮らしの中の「困った」「どうしよう」を解決するた
め、生活に関する150以上のジャンルから最適な
業者を検索・比較し、問い合わせできるサービス
です。

(注3)

ご利用条件等は当社Webサイトをご確認ください。条件を満たさない場合はご利用いただけません。ご注意

※過去の実施内容
のため、今後変
更となる可能性
があります。

継続手続きを
驚くほど簡単に

自動セットの「スマート継続
手続特約」により、前年の契
約と同様の内容で継続する
場合、わずか"3ステップ"（注）

で手続きを行えます。
※時間短縮
　イメージ

手
続
き
時
間

NEW

（注）ログイン画面や手続完了画面などはステップとして数えていません。補償内容を見直す場合には、従来通りの手続きが必要となります。
※本パンフレットの内容は2021年4月時点のものです。内容は変更する可能性があります。 ※画像はイメージです。

お得なクーポン

お客さま優待サービスで
あるお得なクラブオフは
近場のご利用できる
施設を探すことができ、
とても便利です。

ご継続いただくとご利用になれるメニューがどんどん拡大！

ご契約1年目 ご契約2年目 ご契約3年目以降

三井ダイレクト損保
クラブオフ

三井ダイレクト損保
クラブオフ

三井ダイレクト損保
クラブオフ

ご契約年数が連続して2年目以降のご契約者さま

全てのご契約者さま

VIPプラス

VIP会員VIP会員

ご契約年数が連続して
3年目以降のご契約者さま

(注1)本サービスは三井ダイレクト損保のWebページ（Myホームページ）からのご利用に限らせていただきます。
(注2)VIP・VIPプラス会員がホームページ限定「タイムセール」企画500円の宿をご利用の場合 (注3)VIP・VIPプラス会員が特典をご利用の場合

ご契約2年目はVIP会員
3年目以降はVIPプラス会員
となりどんどんお得に！！

三井ダイレクト損保クラブオフ（注1）は国内外約20万か所以上の施設やサービスをお得にご利用いただける優待サービスです。
旅行・レジャー・外食・エンターテイメントなどオフタイムを豊かに彩るサービスが満載です。
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基本の補償内容と特約のご案内

相手方への補償｜賠償保険

お車の補償｜車両保険

ご自身の補償｜傷害保険

●対人賠償保険
ご契約のお車を運転中等の事故により、他人を死傷させてしまい、
被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償します。

●車両保険
ご契約のお車が事故によって損害を被った時や盗難にあった時に保険金をお支払いする
保険です。三井ダイレクト損保では、「一般タイプ」、「限定タイプ」をご用意しております。

特　約｜自動セット特約

●搭乗者傷害保険
自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の
方が死傷された場合、あらかじめ定められた
額が補償される定額タイプの保険です。

●対物賠償保険
ご契約のお車を運転中等の事故により、他人の財物（注）に損害を与え、
被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償します。
（注）他人の財物とは、他人の自動車、家屋、ガードレール等をいいます。

●人身傷害保険
自動車事故により、記名被保険者またはそのご家族(注)の方やご契約のお車に搭乗中の方が
死傷された場合、その責任割合にかかわらず、被る損害の実際の損害額（治療費等）に
対して保険金をお支払いします。人身傷害保険に搭乗中のみ補償特約をセットしない
場合を「一般タイプ」、セットする場合を「搭乗中のみタイプ」としています。

保険金額が「無制限」まで選べるようになりました。
（注）ご家族とは、記名被保険者の配偶者および記名被保険者またはその配偶者の同居の
 親族・別居の未婚の子（婚姻歴のある方は含みません）をいいます。

●被害者救済費用特約
ご契約のお車の欠陥や不正アクセス等（注）に起因して、本来の仕様とは異なる事象や動作により、人身事故または
物損事故が発生し、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかった場合に、被保険者が被害者救済費用を負担する
ことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

（注）ご契約のお車の欠陥や不正アクセス等の事実がリコールや警察の捜査等の客観的な事実により確認できる場合に限ります。

●スマート継続手続特約
自動セットされる「スマート継続手続特約」により、簡単にご継続手続きができます。

死
亡
後
遺
障
害
傷
害

A.死亡保険金

保険金種類 お支払いする内容
1名につき保険金額全額

1名につきその症状に応じて保険金額の4～100％

5日以上入院または通院された場合は
一律10万円、5日未満の場合は一律1万円

※A、B合算で保険金額を限度

※A、B合算で保険金額を限度
B.後遺障害保険金

C.医療保険金
　（一時金払）

●無保険車傷害特約
自動車保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車との事故により死亡または後遺障
害を被られた場合に、加害者（無保険車を運転中の者等）が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険等の保険金額
を超える部分に対して保険金をお支払いします。

※人身傷害保険のお支払い対象の事故の場合、人身傷害保険から優先してお支払いします。

※詳しくは、当社Webサイト・約款のしおり（普通保険約款・特約）等を必ずご確認ください。

一般タイプ

限定タイプ

火災・爆発 台風・洪水・高潮 車同士の衝突・
接触または追突（注1）

盗 難 落書き・いたずら
ガラス破損

原付との
衝突・接触（注1）

騒じょう等の
暴力行為 物の飛来・落下

荷台からはみ出し
ている積載物との
衝突・接触（注1）

あて逃げ電柱、ガードレールに
衝突等の単独事故

転落・転覆 自転車との衝突・
接触

相手はあるが実際には
接触しなかった事故

（注1）ご契約のお車の自動車保険に、補償される運転者の範囲を限定する特約（運転者年齢限定特約、運転者本人限定特約等）がセット
されている場合には、その範囲の方に限られます。

（注2）用途・車種が自家用6車種、自家用普通貨物車（最大積載量0．5トン超2トン以下）および特種用途自動車（キャンピング車）に限り
ます。ただし、記名被保険者またはそのご家族が常時使用する車を除きます。

●他車運転特約
記名被保険者またはそのご家族の方（注1）が臨時に借りたお車（注2）を運転中の賠償事故（対人・対物）、自損事故傷害事故ま
たは車両事故について、ご契約のお車の賠償保険（対人・対物）・自損事故傷害特約・車両保険の規定を適用して、臨
時に借りた自動車の自動車保険に優先して保険金をお支払いします。ただし、自損事故傷害特約・車両保険について
は、ご契約のお車に自損事故傷害特約・車両保険をセットいただいた場合に限ります。

（注1）相手方のお車（登録番号等、運転者または所有者住所・氏名）が確認できた場合のみ補償。

商品の仕組み
三井ダイレクト損保の「総合自動車保険」は「相手方への補償」、「ご自身の補償」、「お車の補償」で構成されます。
必ずセットいただく「相手方への補償」に、お客さまのニーズに合わせて必要な補償を組み合わせてお選びいただけます。

基本となる補償

その他の特約

対人賠償保険
対物賠償保険

人身傷害保険

無保険車傷害特約

対物超過修理費用特約

搭乗中のみ補償特約
ファミリー傷害特約
自損事故傷害特約
搭乗者傷害Wケア
搭傷死亡等対象外特約

ファミリーバイク特約
弁護士費用補償特約
自転車賠償特約

車両危険限定補償特約
新車特約
車対車免責ゼロ特約
身の回り品補償特約
事故付随費用補償特約
レンタカー費用特約

他車運転特約
被害者救済費用特約
スマート継続手続特約

搭乗者傷害保険

車両保険

自動セット特約 任意セット特約

相手方への補償

ご自身の補償

お車の補償

NEW
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※詳しくは、当社Webサイト・約款のしおり（普通保険約款・特約）等を必ずご確認ください。

特　約｜任意セット特約

●対物超過修理費用特約
相手自動車の修理費用と時価額（注1）の差額分（注2）を、対物賠償保険に上乗せして相手方へ補償します。
（注1）同一の用途・車種、同年式、同程度の損耗度のお車の市場販売価格相当額
（注2）お客さまの過失割合分を対象として、50万円を限度に補償します。

●搭乗中のみ補償特約
人身傷害保険に本特約をセットすると、補償範囲はご契約のお車の搭乗中に限定され、保険料が
安くなります。これにより、お車を2台以上お持ちの方は、1台を除いてこの特約をセットすること
で、ご契約のお車搭乗中以外の自動車事故について補償の重複を避けることができます。ご契約
のお車に搭乗中以外の自動車事故は補償の対象外となりますのでご注意ください。
※人身傷害保険にこの特約をセットしない場合を「一般タイプ」、セットする場合を「搭乗中のみタイプ」としています。

●自転車賠償特約
記名被保険者またはその家族が自転車の運転に起因して他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、
法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に保険金をお支払いいたします。
※保険金額は、対人賠償保険・対物賠償保険で設定されている額と同額です。

RENT

●身の回り品補償特約
車両保険の保険金が支払われる事故において、ご契約のお車の車内、トランク内、またはキャリアに固
定された日常生活の用に供するために個人が所有する身の回り品（ゴルフセットやカメラなど）が損壊
した場合に、その身の回り品の損害（修理費）について保険金をお支払いします。1事故あたり、保険金
額（ご契約金額）を限度に保険金をお支払いします。
※車両保険にご加入の場合セットできます。
※身の回り品補償特約でお支払いできない主な損害はお問い合わせください。

●事故付随費用補償特約
車両保険の保険金が支払われ、かつ、お車が自力走
行不能になった場合に発生する臨時宿泊費用、臨
時帰宅費用および搬送・引取費用を右記の限度額
の範囲内でお支払いします。
※車両保険にご加入の場合にセットできます。

臨時宿泊費用

臨時帰宅費用

搬送・引取費用

1事故1名あたり1泊1万円を限度

1事故1名あたり2万円を限度

1事故10万円を限度

●レンタカー費用特約
車両保険金の支払対象となる事故が発生した場合で、ご契約のお車が修理等で使用できない間に、
被保険者が実際に負担したレンタカー費用をお支払いします。ただし、1日あたりのレンタカー費用は
保険証券記載の保険金日額を限度とし、お支払いの対象となる日数はレンタカー借入れ期間に対し、
30日を限度とします。
※車両保険とは別でセットすることができます。

●車対車免責ゼロ特約
1回目の事故において他人の車との衝突・接触事故の場合で相手車が確認できた時には、その事故について車両保険
の免責金額（自己負担額）がゼロとなる特約です。免責金額が1回目5万円、2回目以降10万円の車両保険にセットする
ことができます。

●車両危険限定補償特約
車両保険の補償範囲を、車対車の事故や盗難・台風・水害等に限定する特約です。この特約に
より対象となる車両事故を限定することで、車両保険のタイプが「限定タイプ」となり、保険料が
割安となります。

●搭傷死亡等対象外特約
搭乗者傷害保険の死亡保険金および後遺障害保険金をお支払い対象外とし、医療保険金のみをお支払いする特約で、
この特約をセットすることにより通常の搭乗者傷害保険より保険料が安くなります。
※搭乗者傷害Wケアとの同時セットはできません。

●搭乗者傷害Wケア
搭乗者傷害保険をW（ダブル）にケア（補償）する特約セット（注1）です。医療保険金について倍額をお支払いする特約
（搭傷医療倍額支払特約）と、事故にあわれた搭乗者（注2）のお子さまの育英費用をお支払いする特約（搭傷育英費用
補償特約）をセットしています。
（注1）搭乗者傷害保険をご契約している場合にセットできます。　（注2）「18歳未満の未婚のお子さま」の扶養者の方に限ります

●自損事故傷害特約
単独事故（ガードレール・電柱・家屋等に衝突、崖から転落等の事故）等自賠責保険で補償さ
れない事故で、運転者、搭乗者またはお車の保有者が死傷された場合に定額の保険金をお
支払いします。

（注1）ご契約のお車の所有者については、ご契約のお車の自動車被害事故の場合に限ります。
（注2）委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法

書士報酬、行政書士報酬や、訴訟費用等をいいます。
（注3）当社の同意を得て負担した費用に限ります。

●弁護士費用補償特約
記名被保険者もしくはそのご家族の方、ご契約のお車に搭乗中の方またはご契約のお車の所有者（注1）

が、自動車被害事故（相手自動車の所有、使用または管理に起因する偶然な事故）で死亡された場合、
後遺障害を被られた場合、ケガで入院もしくは通院された場合、またはそれらの方の所有、使用もしく
は管理する財物に損害を被った場合、相手方との交渉を弁護士に依頼されたときなどに必要となる
損害賠償請求費用（注2）（注3）について、実際に負担された金額をお支払いします（ただし、着手金、報酬
金等の費用ごとの限度額は、当社普通保険約款・特約に定める「弁護士費用保険金支払限度額」に
従い、1事故につき被保険者1名ごとに300万円限度）。
また、法律相談費用（注3）についても、1事故につき被保険者1名ごとに10万円を限度にお支払いします。

●ファミリー傷害特約
ご家族の方がおケガで入院または通院をされた場合に保険金をお支払いします。

家族型

夫婦型

記名被保険者およびその配偶者、ならびに記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
および別居の未婚の子（婚姻歴のある方は含みません）

記名被保険者およびその配偶者

ワイドタイプ アウトドアタイプ自宅内外を問わず、傷害事故を補償 自宅外での傷害事故を補償

※いずれのタイプも、人身傷害保険の補償の対象となる事故と就業中の事故は補償の対象となりません。
　また、入浴中の溺死や誤嚥（えん）によって生じた肺炎も対象となりません。

●新車特約
車両保険がセットされているご契約で、満期日がご契約のお車の初度登録年月（軽自動車の場合は、
初度検査年月）が61か月以内の日である場合にセットできる特約です。ご契約の車両保険で車両
保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に大きな損害（注）が発生し、お車の買い替えまたは
修理をした場合に、次の損害の額について新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。
　・お車を買い替えた場合…買い替えたお車の取得価額（車両本体価格+付属品の価格+消費税）
　・お車を修理した場合…修理費

・お車を修理できない場合。
・修理費が車両保険金額以上となる場合。

・損害の額（修理費等）が新車保険金額の50%以上となる場合。ただし、
ご契約のお車の内外装・外板部品のみの損傷の場合を除きます。

（注）大きな損害とは次のいずれかに該当する場合をいいます。

●ファミリーバイク特約
記名被保険者またはご家族（注）の方が総排気量125cc以下の原動機付自転車（借用車も対象）を
運転中等の事故により生じた賠償事故（対人・対物）、自損事故傷害特約・人身傷害保険の規定を
適用して補償します。

賠償（賠償タイプ）

賠償＋自損傷害
（賠償・自損傷害タイプ）

賠償＋人身傷害
（賠償・人身傷害タイプ）

対人賠償保険および対物賠償保険の内容を補償するタイプです。

対人賠償保険、対物賠償保険および人身傷害保険の内容を補償するタイプです。
お車に「人身傷害保険」をセットされている場合にお選びいただけます。

対人賠償保険、対物賠償保険および自損事故傷害特約の内容を補償するタイプです。
お車に「人身傷害保険」または「自損事故傷害特約」をセットされている場合にお選び
いただけます。

（注）ご家族とは、記名被保険者の配偶者および記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。
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●本パンフレットは三井ダイレクト損保の自動車保険（総合自動
車保険）の概要を説明したものです。
詳しくは、当社Webサイト・約款のしおり（普通保険約款・特約）
等を必ずご確認ください。

●取扱代理店は保険契約締結の媒介を行うもので代理権・保険
料領収権・告知受領権はありません。保険契約の締結に際しては、
お客さまご自身が引受保険会社に保険契約のお申し込みを行って
いただきますようお願いいたします。

【取扱代理店】

【引受保険会社】三井ダイレクト損害保険株式会社
〒112-0004　東京都文京区後楽2-5-1　住友不動産飯田橋ファーストビル

カンタンお手続き
インターネット・お電話で

主に運転される方
（記名被保険者）の
運転免許証

過去1年間の
年間走行距離と
積算走行距離計
（オドメーター）の値

お手元に以下のものをご用意の上、いずれかの方法でお手続きください。

車検証

自動車保険証券
（初めて自動車
保険にご加入の
場合は不要です）

お手続きの方法は3つ！

店頭のパソコンで簡単にご契約
上記の必要書類を店頭にお持ちください。

1

店頭でお見積もり保存し、ご自宅でご契約2

受付コード

お電話いただく際は、今回ご利用いただいた店舗名と、下記記載の「受付コード」をオペレーターにお伝えください。

お電話でご相談・お問い合わせ・お見積もり3

お見積結果が表示されたら、お好みの
プランを選択し、画面の指示に従って
お申し込み手続きへ。

Step 3

見積ログインメニューの「見積確認・
申込」をクリックし、お見積もり一覧を
表示。「確認・申込」をクリック。見積
条件を確認しながら画面を進んで
ください。

Step 2

お見積もり保存の際に登録した
メールアドレスに届くメールから
「見積ログイン」ページへ。クイック
ナビゲーションの入力欄にメール
アドレスを入力し、「確認」をクリック。

Step 1

0120-312-009通話料無料 【専用ダイヤル受付時間】
平　日 9:00～20:00／土日祝 9:00～18:00
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