2020 年 4 月 1 日以降始期契約用

ｅ ドライバー保険とは？

（自動車運転者損害賠償責任保険）

サービス・お手続きのご案内

３つの特長

ｅドライバー保険とは？
マイカーを所 有していないが 、友 だちの車を 借りたり、
レンタカーを借りて運転する機会がある、そんなあなたに
必要な保険です。

ｅドライバー保険の対象となる借用自動車の範囲については、下記をご確認ください。

①自家用普通乗用車
②自家用小型乗用車
③自家用軽四輪乗用車
④自家用普通貨物車（最大積載量0.5トン以下）
⑤自家用普通貨物車（最大積載量0.5トン超2トン以下）
①〜⑩に該当する

⑨二輪自動車
⑩原動機付自転車

いずれにも該当しない

[ご利用するお車]はどなたの所有するお車（注1）ですか？
●レンタカー
●友人・知人
●勤務先

●親族
（配偶者を除く）

Q3

●記名被保険者
●記名被保険者の配偶者
●記名被保険者が役員となっている法人

その方とは同居（注2）していますか？
●別居

●同居

（注1）
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
（注2）同居及び別居については、生活実態等により総合的に判断します。
※以下のケース等実態上の所有者が記名被保険者ご本人と認められる場合には、車検証の名義が記名被保険者ご本人でなくとも借用自動
車には該当しませんのでご注意ください。
・ 友人から記名被保険者ご本人に譲渡されたが、車検証上の名義を＜友人＞のまま変更していない場合
・ 記名被保険者ご本人の＜親＞の名義となっている車を、遠方で一人暮らしをしている記名被保険者ご本人がマイカーと同じような
状態で使用している場合等

01

その他のご案内

借用自動車に該当します（ドライバー保険の補償対象）

保険金の種類と補償の概要

Q2

⑥自家用小型貨物車
⑦自家用軽四輪貨物車
⑧特種用途自動車（キャンピング車）

お手続き方法

[ご利用するお車]の用途車種は次の①〜⑩のいずれかに該当していますか？

借用自動車に該当しません︵ドライバー保険の補償対象外︶

Q1

ｅドライバー保険
特長

安心の事故対応！
事故
発生

24時間365日

専任スタッフが
責任をもって対応

お客さまに代わって
交渉

年中無休で
事故受付

1事故ごとの
専任スタッフ

賠償事故示談
交渉サービス

全国に広がる
ネットワーク体制
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納得の保険料！

指定修理工場ネットワーク

弁護士ネットワーク

損害サポートネットワーク

難 航する事案や訴訟の場
合にも全国の弁護士ネット
ワークによりバックアップ
します。

全国に広がる損害サポート
ネットワークにより、全 国
どこの事故でもスピーディ
な対応を行います。

家計の負担を解決

ｅサービス（証券不発行）割引

保険料の月払が選べる

お申込みいただく際、保険証券の発行が省略され

三井ダイレクト損保なら「保険料の月払（保険料分

る「eサービス（証券不発行）特約」を選択いただく

割払特約）」も選べるから、家計も考えた払込みが

と、保険料を500円割り引きます。

できます。保険料の「年払」
「月払」はお見積り結果

カンタン手続き！

・ 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。

スマホでもOK。分かりやすい手続きで不便を解決

免許証更新案内サービス

ご 契 約手続きはとってもカンタン。

免許証更新時期の通知を希望されたご契約者

PCでもスマホでも、見やすい画面の

さまに、メールで更新時期が近づいたことをご

指示に従うだけで、カンタンにご契

案内します｡インターネットでのちょっとした心

約手続きいただけます。

遣いのサービスです。

まもなく
更新です

2年目以降は
「VIP会員（注）」価格

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」は当社の

全国のグルメ・レストランも
すぐ使えるスマホ提示サー
ビス拡大中！

テニスにゴルフ、キャンプ場
スポーツクラブなどが会員
料金で！

国内約25,000軒のホテルか
ら
「おトク」
に選べる。
国内大
手旅行サイトを横断検索！

ご契約者さまが利用できるサービスです。
宿 泊 施 設やレジャー施 設など、国内外で
20万か所以上の優待対象施設を特別割引

（注）
「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。
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その他のご案内

全 国のレジャー・日帰り温
泉の無料・半額デーも！
行く前に要チェック！

保険金の種類と補償の概要

ご契約手続き

価格でご利用いただけます。

お手続き方法

ページで確認・選択いただけます。

月払保険料を計算します。）
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スピーディな
お支払い

お 客 さ ま に 、き め の 細 か い
サービスをご 提 供 するため、
指定修理工場ネットワークを
全国各地に展開しています。

（月払の場合は、この割引を適用した金額を基準に

特長

一日でも早い
お客さまの安心のために

３つの特長

特長

経験豊かな事故担当者が事故の不安を解消

ｅ ドライバー保険とは？

1

3つの特長

ｅドライバー保険

お手続き方法

インターネットでカンタンお手続きいただけます。

ｅサービス（証券不発行）特約で

PCでお手続き
三井ダイレクト損保

検索

https://www.mitsui-direct.co.jp/
当社トップページ
から、
「 ドライバー
保険」をクリック。

ｅ ドライバー保険とは？

500 円割引！

さらに

３つの特長
お手続き方法

※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。

ご継続の方

「お見積もり・お申し込み」ボタンを
クリック

「Myホームページログイン」ボタンを
クリックし、ログイン

画面の指示に従ってお手続きください。

（注）ご契約者本人名義またはその同居の親族の方名義のクレジットカードをご利用いただけます。
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その他のご案内

＜ご注意＞ ①お申し込みいただける方（契約者）は、運転される方（記名被保険者）と同じ方に限ります。
②満18歳以上で、日本国内にお住まいの方が対象となります。
※未成年者の方がご契約いただく場合は、親権者の方の同意が必要です。
③本商品はインターネット申込専用商品です。お電話や申込書等でのお申し込みはできませんのでご注意ください。
④保険料の払込方法は、クレジットカード払（注）、コンビニエンスストア払、
銀行振込のいずれかからお選びいただけます。

保険金の種類と補償の概要

新規ご契約の方

保険金の種類と補償の概要
相手方への補償
※自動セット

記名被保険者が借用自動車を運転しているときに生じた自動車事故により、歩行者や他の車に搭乗中の
方など他人を死傷させ、記名被保険者が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。

対物賠償保険

記名被保険者が借用自動車を運転しているときに生じた自動車事故により、他人の車や建物など他人の
財物に損害を与え、
記名被保険者が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。

※自動セット

ご自身の補償
自動車事故により、記名被保険者や記名被保険者の運転する借用自動車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て保険金をお支払いします。

搭乗者傷害
危険補償特約

記名被保険者が借用自動車を運転しているときに生じた自動車事故により、借用自動車に搭乗中の方が
死傷した場合に、定額で保険金をお支払いします。

自損事故保険

記名被保険者が借用自動車を運転しているときに生じた自動車事故により、借用自動車に搭乗中の記名
被保険者またはその家族が死傷し、自賠責保険等で保険金が支払われない場合に、定額で保険金をお
支払いします。
（注）人身傷害補償特約をセットしない場合にセットできます。

３つの特長

人身傷害
補償特約

ｅ ドライバー保険とは？

対人賠償保険

その他の補償
自転車賠償特約
※自動セット

記名被保険者が自転車を運転しているときに生じた対人賠償・対物賠償に関する事故につき、対人賠償
保険・対物賠償保険の規定を適用して補償します。

お手続き方法

※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。

その他のご案内
三井ダイレクト損保について
三井ダイレクト損保は「ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ」の一員です。
国内損害保険事業

国内生命保険事業

金融サービス事業
海外事業
リスク関連サービス事業
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その他のご案内

●このパンフレットは
「eドライバー保険」
（自動車運転者損害賠償責任保険）
の概要について説明したものです。
補償内容や各種用語の詳細につ
いては当社Webサイト・約款のしおり
（普通保険約款・特約）
等で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。

保険金の種類と補償の概要

持株会社
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