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___

基本補償
対⼈・対物はもちろ
ん、保険未加⼊者と
の事故に備え無保険
⾞傷害も「無制限」
補償としました。

詳細

詳細

詳細

詳細

対⼈・対物賠償 無制限 なぜ無制限なの︖

22,650円

無保険⾞傷害 無制限 なぜ無制限なの︖ 

他⾞運転特約 あり  この特約が基本補償に⼊っている理由は︖

被害者救済費⽤
特約 あり

各種割引
おとなの早割以外の
割引です

※保険料には、「インターネット割引13,000円」が適⽤されています。 -13,000円

電気・ハイブ
リッド⾞割引 詳細

あり
※初度登録（検査）年⽉から13か⽉以内の場合のみ対象。

-1,200円

おとなの2台
⽬割引 詳細 -600円

おとなの早割
おとなの早割はお申
込みの時期により⾃
動セットされます。

早割３０⽇ 2023年3⽉2⽇までのお申込みで適⽤となります。
※保険料には、「早割３０⽇（400円）」の割引が適⽤されています。 -400円

付帯サービス
⾃動セットされま
す。 詳細

ALSOK事故
現場安⼼サポ
ート

ALSOK隊員が事故現場へかけつけ、現場の安全確保、救急⾞の⼿配、
事故状況の聴取・報告などの事故対応サポートを⾏うサービスが⾃動
セットされています。

-

ご⾃⾝や同乗
者への補償

⼈⾝傷害 詳細 補償範囲 ⾞内のみ補償 補償範囲の決め⽅は︖

250円

保険⾦額 無制限 保険⾦額の決め⽅は︖

なぜ40代〜50代の保険料が安くなっているのですか︖

搭乗者傷害 詳細 -

2台⽬以降のご契約の保険料を600円割引きます。
詳しく⾒る 

追加 治療中でもあらかじめ定められた⾦額をスピーディーにお
⽀払いしますので、通院費や治療費などの出費に備えるこ
とができます。この補償を、61.0％ の⽅が選んでいま
す

詳しく⾒る 

⼀括払保険料 分割払保険料はこちら

8,460 当社のインターネット割引は、新規なら13,000
円、継続でも10,000円の割引です。
2023年3⽉2⽇までにお申込みいただくと
早割３０⽇（400円）の割引が適⽤されます。
※お⾒積りは適⽤後の保険料を表⽰しています。

円
（年間）
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ご⾃⾝の⾞へ
の補償
お⾞が事故により損
害を被ったり、盗難
に遭った場合に保険
⾦をお⽀払いしま
す。

⾞両保険 詳細 -

その他の補償
ニーズに合わせて必
要な保険を作ってい
ただけるよう、各種
特約をご⽤意してお
ります。

対物全損時修
理差額費⽤特
約

詳細 あり 160円

ロードアシス
タンス特約 詳細 1,550円

弁護⼠費⽤特
約 詳細 3,500円

個⼈賠償責任
特約（⽰談交
渉サービス付
き）

詳細 2,200円

⾃転⾞傷害特
約 詳細 2,000円

ファミリーバ
イク特約 詳細 18,950円

⾞両⾝の回り
品補償 詳細 230円

保険証券
すべてのお客様にデジタル保険証券を無料で発⾏いたします。
デジタル保険証券はマイページ上で確認・印刷できるPDF形式の保険証券です。 詳しく⾒る

紙の保険証券を追加する 紙の保険証券がなくても事故時は⼤丈夫ですか︖
デジタル保険証券は証明書として提出可能ですか︖

360円

複数の⾃動⾞保険に加⼊する際は、重複する可能性のある補償や、特別に受けられる割引等にご注意ください。 詳しく⾒る

上記保険料は、2023年2⽉22⽇のものです。
※上表に表⽰している内訳保険料（補償別保険料および割引額）は、⼀括払の場合の⾦額です。（分割払の内訳保険料は、端数処理などにより差異が⽣じますので、ご注意ください。）
※分割払はクレジットカードでのお⽀払いとなります。

ダイレクトの⾃動⾞保険は、事故時の⽰談交渉が不利になるのでは・・︖

追加
お⾞が事故により損害を被ったり、盗難に遭った場合の損
害額をお⽀払いする補償です。この補償を、69.5％ の
⽅が選んでいます

詳しく⾒る 

外す

追加 お⾞が事故・故障・トラブルにより⾃⼒⾛⾏できなくなっ
た場合のサポートを⾏う補償です。
この補償を、80.5％ の⽅が選んでいます

詳しく⾒る 

追加 ⾃動⾞事故などの被害事故に関する損害賠償請求のために
必要な弁護⼠費⽤や、法律相談・書類作成費⽤などをお⽀
払いする補償です。
この補償を、57.5％ の⽅が選んでいます

詳しく⾒る 

追加 ⾃動⾞以外の⽇常⽣活の事故により、賠償責任を負ってし
まった場合に保険⾦をお⽀払いする補償です。

詳しく⾒る 

追加 ⾃転⾞で転んだり、歩⾏中に他⼈の乗っている⾃転⾞とぶ
つかり⼊院した場合などに保険⾦をお⽀払いする補償で
す。 詳しく⾒る 

追加 125cc以下のファミリーバイクを運転中に⽣じた損害につ
いて保険⾦をお⽀払いする補償です。 詳しく⾒る 

追加 事故や⾞両の盗難などで、お⾞の⾝の回り品（⾐類、カメ
ラ、ゴルフ道具など）に損害が⽣じた場合に保険⾦をお⽀
払いする補償です。 詳しく⾒る 

追加

⼀括払保険料 分割払保険料はこちら

8,460 当社のインターネット割引は、新規なら13,000
円、継続でも10,000円の割引です。
2023年3⽉2⽇までにお申込みいただくと
早割３０⽇（400円）の割引が適⽤されます。
※お⾒積りは適⽤後の保険料を表⽰しています。

円
（年間）
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22歳の娘さんも運転する50代Jさんの補償の選び⽅

補償選びのポイント
家族全員補償される個⼈賠償も⼼強いですね。

詳しく⾒る

万が⼀の事故のとき、困らないために

補償選びのチェックリスト
あなたに必要な補償が抜け漏れることを防ぐための
チェックリストです

詳しく⾒る

なぜ40代〜50代の保険料が安くなっているのです
か︖
ダイレクト⾃動⾞保険は、なぜ保険料がとても安い
のですか︖
初めてインターネットで⼿続きをするので補償をき
ちんと選べているか不安です...
インターネットでの契約⼿続きが不安です・・

⾞名︓ﾌﾘ-ﾄﾞ
型式︓GB8
初度登録年⽉︓2023年1⽉
使⽤⽬的︓⽇常・レジャー
前年⾛⾏距離︓3,000km以下

主な使⽤地︓千葉県
主に使⽤される⽅（記名被保険者）の⽣年⽉⽇︓1989年1⽉1⽇（34
歳）
免許証の⾊︓ゴールド
新しい等級︓20等級
事故有係数適⽤期間︓0年
同居のお⼦様の運転︓なし

運転者の範囲︓こちら
保険始期⽇︓2023/04/01
保険期間︓1年
現在ご加⼊の保険会社名︓損保ジャパン
（旧損保ジャパン⽇本興亜）
ご契約期間内の事故件数︓0件

⾒積条件を修正する

インターネット割引（新規）、ゴールド免許割引、電気・ハイブリッド⾞割引、新⾞割引、早割３０⽇

⼀括払保険料 分割払保険料はこちら

8,460 当社のインターネット割引は、新規なら13,000
円、継続でも10,000円の割引です。
2023年3⽉2⽇までにお申込みいただくと
早割３０⽇（400円）の割引が適⽤されます。
※お⾒積りは適⽤後の保険料を表⽰しています。

円
（年間）
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