


保険料の月払が選べます

三井ダイレクト損保が安い理由

※月払はインターネットでのお申し込みで、かつ、クレジットカード払の場合のみとなります。
※月払保険料が30,000円超となる場合は、月払をご利用いただけません。
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三井ダイレクト損保なら「保険料の月払（保険料分割払特約）」も選べるので、
家計も考えた払込みができます。
保険料の「年払」「月払」はお見積もり結果ページで確認・選択いただけます。

新しいサービスのご案内

継続割引  ～ご継続回数に応じて継続割引が適用されます～

初回ご契約 ご継続1回目 ご継続2回目 ご継続3回目

保険料が
1.0%
おトクに

保険料が

1.5%
おトクに

保険料が

2.0%
おトクに

継続割引なし

はじめて
継続割引

2回目
継続割引

長期
継続割引

インターネット契約割引

3,000円 500円割引
3,500円
割引

（注1）

インターネット
契約割引

ｅサービス
（証券不発行）の場合

（注1）インターネット契約割引（3,000円）とｅサービス（証券不発行）割引（500円）適用の場合。

新規でも
継続でも

充実・安心のロードサービス

バイクが事故または故障で
自力走行不能となった場合、
トラブル現場にレッカー車
（積載車）が駆けつけます。

故障のときだけでなく、お車に
関するさまざまなサービスを
ご用意しています。

故障時に現場で対応可能な
簡易作業を、無料で行います。

レッカーサービス 相談・情報
提供サービス

車両トラブル
緊急対応サービス

迅速な位置情報の特定後、さまざまなサービスをご提供しています。

多言語事故対応サービス開始（14ヶ国語対応）
訪日外国人との事故の増加に対応するため、三者（事故の相手方・当社・通訳）間通話を使用した
「多言語事故対応サービス」をダイレクト損保として初めて（注）開始しました。
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、円滑に事故対応を進めます。

ダイレクト型
損保初（注）

（注）2017年12月当社調べ

2年目からはロードサービスがさらに充実!!
ガス欠時のガソリン代10リットル無料サービス

※ご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
　トラブルが対象となります。

さらに

Point

サービスのイメージ

事故に遭われた際、旅行先等見知らぬ場所でも三井ダイレクトのスマートフォン専用アプリ
「三井ダイレクト損保アプリ」があれば、GPSにより事故・故障現場を正確に特定し、迅速な
ロードサービスのご提供をいたします。

ロードサービスのGPS位置情報通知
日本中
いつでも
どこでも!!

・事故の連絡
・事故の相手方への
説明を依頼

1

事故の相手方への
発信を依頼
2

同時通話を
始めることを
説明する

3
双方の電話回線を
接続し、三者間同時
通話スタート

4

当社のお客さま 事故の相手方

当社安心センター
事故受付センター

提携会社
（通訳オペレーター）
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ご優待サービスのご案内
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PC・スマホでお手続き

お電話でお手続き

❶から、バイク保険に進んでいただき、
『お見積もり・お申し込み』ボタンをクリック

新規ご契約の方

❶❷とクリックして進み、
Myホームページにログイン

ご継続の方

現在ご加入の保険証券と車検証等をお手元にご用意
のうえ、契約者ご本人からお電話ください。

新規ご契約の方

0120-312-405通話料
無料

【受付時間】 平日 9:00～22:00／土・日・祝 9:00～18:00 

お送りした継続見積書をお手元にご用意のうえ、
契約者ご本人からお電話ください。

ご継続の方

0120-312-645通話料
無料

【受付時間】 平日 9:00～22:00／土・日・祝 9:00～18:00 

三井ダイレクト損保クラブオフ
当社のご契約者さまがご利用できるご優待サービスです。宿泊施設やレジャー施設等
国内外で20万ヶ所以上の優待対象施設を特別割引価格でご利用いただけます。

2年目以降は
VIP会員
価格

国内25,000ヶ所の
ホテルや宿が

最大90％
OFF!
（1泊500円～）

（注1）

ガソリン・軽油代金が

1～5円/ℓ
お得に
なります！（注3）

映画鑑賞チケットを

お得な会員
優待価格で
ご提供!

（注2）
レジャーは

75％OFF!最
大

入浴施設は

60％OFF!最
大

（注1）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2）VIP・VIPプラス会員が利用した
場合の金額です。 （注3）記載の内容は2019年6月時点の金額です。金額の内容は変動する可能性があります。
※本サービスは三井ダイレクト損保のWebサイト（Myホームページ）からのご利用に限らせていただきます。
※「VIP会員」とは、通常は本サービスの提供元である株式会社リロクラブにご自身が別途年会費を支払うことで、より多くのサービスが受け
られる会員スタイルです。三井ダイレクト損保の自動車・バイク・ドライバー保険のご契約年数が連続して2年目以降のご契約者さまは、
年間会費無料でVIP会員としてのサービスの一部をご利用いただけます。

※画像はイメージです。　
（注4）アプリ画面のイメージは2019年6月現在の内容です。アプリは2019年10月にリニューアルする予定です。

三井ダイレクト損保アプリ

さらに広がるアプリの拡大機能（注4）
GPSによる施設検索

ご近所も外出先でも、
GPSによりお近くの
ご優待施設が検索できる
ようになりました！

レジャー・日帰り湯宿泊施設

ガソリン 映 画

https://www.mitsui-direct.co.jp/検索三井ダイレクト損保

トップページ
からお手続き
スタート！

画面の指示に従ってお手続きください。

カンタンお手続き
インターネット・お電話で

1

1

2

※Webサイト画面は2019年7月1日現在のものを掲載しております。Webサイト画面のデザインは変更になる場合があります。

ご注意 推奨環境については、当社Webサイトをご確認ください。
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保険金の種類と補償の概要
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安心の事故対応 経験豊かな事故担当者が
事故の不安を解消

※詳細はMyホームページの約款のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。

ご自身の
補償

対人賠償保険
※自動セット

ご契約のバイクを運転中等の事故で、歩行者や他の車に搭乗中の
方など他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場
合に、被害者1名ごとに自賠責保険等の補償額を超える部分に
対し、保険金をお支払いします。

対物賠償保険
※自動セット

ご契約のバイクを運転中等の事故で、他人の車や建物など他人の
財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、
保険金をお支払いします。

相手方への
補償

ご契約のバイクを運転中の事故で、相手の車に損害を与え、
修理費（注）がその時価額を超過した場合、50万円を限度に保険金
をお支払いします。
（注）事故発生の直前の状態に復旧するために実際に相手自動車の損傷を修理する
　　ことによって生じた修理費をいいます。

対物超過修理
費用特約
おすすめです！

運転者自身が起こした事故など自賠責保険等の補償の対象と
ならない事故によって、車両所有者やご契約のバイクに搭乗中
の方が死傷した場合に、定額で保険金をお支払いします。

※人身傷害補償特約を
セットしない場合、
自動セット

自損事故傷害
特約

無保険車（注）と衝突した場合などで、記名被保険者またはその
ご家族、ご契約のバイクに搭乗中の方が死亡された場合または
後遺障害を被った場合に、保険金をお支払いします。
（注）無保険車とは、対人賠償保険の契約がない等の自動車・バイク等をいいます。※自動セット

無保険車傷害
特約

バイク事故で、ご契約のバイクに搭乗中の方が死傷した場合に、
定額で保険金をお支払いします。※人身傷害補償特約を

セットしない場合、
自動セット

搭乗者傷害保険

バイク・自動車事故で、記名被保険者またはそのご家族、ご契約の
バイクに搭乗中の方が死傷した場合に、その実際の損害額に対し
保険金をお支払いします。

人身傷害補償
特約

専任の事故担当者＋万全のサポート体制

インターネット事故対応サービス

（注1）事故担当者は、お客さまから伺った事故状況やその後の調査結果などを総合的に判断し、事故解決に向けた活動を行います。
（注2）示談交渉サービスが提供できない全くの被害事故でも、事故担当者が親身に相談にあたります。
（注3）事故受付後の相手方、修理工場、医療機関等への連絡も含みます。　（注4）ご利用には条件があります。

タイムリーな
経過報告

一日も早くお客さまにご安心いた
だけるよう、進捗状況をさまざまな
手段でご報告します。

迅速な初期対応

24時間365日、専門スタッフが事故
を受付。事故後の初期対応（注3）を土・
日・祝日にかかわらず、対応結果を
お客さまにご報告します。

ペーパーレスの
保険金支払い

お客さまからご提出いただく書類
は極力省略。
ペーパーレス(注4)でスピーディーな
保険金支払いに努めます。

専任担当者を全力サポート

事故関係者
■相手方
■自動車
　修理工場
■医療機関

社内
体制

専任担当者
（人身）（注1）

専任担当者
（物件）

被害事故
専任担当者（注2）

アジャスター 医療調査役管理者

管理者は対応方針の協議を、
アジャスターは事故車の損害
確認を、医療調査役は医療面の
確認や助言を行い事故担当者を
サポートします。

さらに

お客さまの専任の事故担当
者が責任を持って対応させ
ていただきます。また、その
事故担当者を当社全体で、
万全のサポートを行います
のでご安心ください。

お客さま

お客さま専用の連絡ツール「安心メッセージボード」では、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、その履歴が一覧形式で確認・共有できます。

PC以外においても、スマホ、タブレット端末
等お客さまがご利用されるデバイスごとに、
Web画面が見やすく、操作しやすいレイア
ウトに最適化されます。シンプルな操作で
ストレスなく、ご利用いただけます。

スマホから操作しやすい！
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身近な安心、確かな未来。
あした

三井ダイレクト損保のバイク保険に関するご相談は…

R01-10  1908

●このパンフレットは「総合バイク保険」の概要について説明したものです。詳細は当
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。

●このパンフレットでご案内している商品・サービス等については、予告なく変更する
場合があります。

新規お手続きお問い合わせ

0120-312-405通話料無料

ご継続手続きお問い合わせ

0120-312-645通話料無料
【受付時間】平日 9:00～22:00／土・日・祝 9:00～18:00 【受付時間】平日 9:00～22:00／土・日・祝 9:00～18:00 

MS&ADインシュアランス グループの経験と実績を
活かした「事故対応」でお客さまをサポートします。

全国に広がるネットワーク体制 全国に広がるサービスネットワーク体制で、
事故やお車の故障をしっかりとサポートします。

2019年4月1日現在

事故対応
サービスセンター 損害調査ネットワーク 弁護士ネットワーク ロードサービス

ネットワーク

12センター 約480ヶ所 約160事務所 約3,900ヶ所

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。

（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。
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