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国内損害保険会社大手3社とは以下の3社を指しています。

・損害保険ジャパン日本興亜株式会社（損保ジャパン日本興亜）
・東京海上日動火災保険株式会社（東京海上日動）
・三井住友海上火災保険株式会社（三井住友海上） （五十音順）

国内損害保険会社大手3社との保険料比較の詳細

当社（イーデザイン損保）のWEBサイト、広告などに掲載している当社と国内損害保険会社大手3社（※1）との
保険料比較の詳細について、参考情報をまとめました。

比較・ご検討いただく際には、契約概要（※2）などをご確認のうえ、保険料だけでなく、補償内容・サービス
内容なども十分にご考慮ください。

また、これらの表は比較の対象となる保険商品のすべての内容が記載されているものではありませんので
参考情報としてご覧ください。

AA80827-110-22-1612

（※1）

保険会社では、保険契約に関する大切な事項をお客さまにご理解いただくために、契約概要などをご
用意しています。契約概要などについては、各保険会社のWEBサイトでご確認いただくか、各保険会
社の窓口に直接お問い合わせください（保険会社によりましては、WEBサイトに契約概要などを掲載し
ていない場合もございます）。

（※2）

実際に適用される保険料や補償内容・サービス内容などの詳細につきましては、各保険会社にお見積も
り・お問い合わせください。

表示の保険料は当社が同一または同等条件で当社と国内損害保険会社大手3社平均の年間保険料を調
査・比較した一例です。それぞれの年間保険料は契約条件によって異なる場合がありますので、参考情報
としてご覧ください。
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【年間保険料・算出条件（2016年11月調査）】

(1)年間保険料 （単位：円）

パターンＡ パターンＢ

①　当社の年間保険料 37,630 101,620

②　国内損害保険会社大手3社の
平均年間保険料（※）

69,990 235,610

①と②の差額　（②－①） 32,360 133,990

（※）円単位切捨で表示

(2)算出条件①

パターンＡ パターンＢ

保険開始日（始期日） 平成29年1月1日 平成29年1月1日

保険期間 1年間 1年間

払込方法 一時払 一時払

主に運転される方（記名被保険者）の
年齢

36歳 25歳

主に運転される方（記名被保険者）の
性別

男性 男性

主に運転される方（記名被保険者）の
運転免許証の色

ゴールド ブルー

使用目的 主に日常・レジャー 主に日常・レジャー

主な使用地（都道府県） 東京都 東京都

前年走行距離 9,000km（区分：5,000km超10,000km以下） －　（区分：新規契約区分）

料率クラス 車両4-対人5-対物5-傷害3 車両3-対人5-対物4-傷害4

用途・車種（排気量） 自家用普通乗用車（2,400CC） 自家用小型乗用車（1,339CC）

初度登録年月 平成23年1月 平成23年1月

等級（ノンフリート等級） 20等級(※1) 6B等級

前契約の等級（ノンフリート等級） 20等級 －

事故有係数適用期間 0年 0年

前契約の事故有係数適用期間 0年 －

前契約事故 なし －

前契約保険会社 当社以外 －

運転者限定特約 運転者夫婦限定 運転者本人限定(※2)

運転者年齢条件 30歳以上補償(※3) 21歳以上補償

（※1）三井住友海上は長期優良割引を適用して算出しています。

（※2）国内損害保険会社大手3社は運転者本人・配偶者限定で算出しています。

（※3）国内損害保険会社大手3社は35歳以上補償で算出しています。
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(3)算出条件②

イーデザイン損保
（自動車保険）

損保ジャパン日本興亜
（THEクルマの保険）

東京海上日動
（トータルアシスト
自動車保険）

三井住友海上
（GK　クルマの保険）

対人賠償 無制限 無制限 無制限 無制限

対物賠償 無制限 無制限 無制限 無制限

搭乗者傷害（※1） なし なし なし なし

人身傷害

パターンＡ（※2） 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円

パターンＢ（※3）
3,000万円

（被保険自動車搭乗中のみ
補償）

3,000万円
（被保険自動車搭乗中のみ

補償）

3,000万円
（被保険自動車搭乗中のみ

補償）

3,000万円
（被保険自動車搭乗中のみ

補償）

パターンＡ

保険金額 270万円 270万円 270万円 270万円

免責金額
（1回目-2回目以降）

0万円-10万円 0万円-10万円 0万円-10万円 0万円-10万円

パターンＢ

保険金額 70万円 70万円 70万円 70万円

免責金額
（1回目-2回目以降）

0万円-10万円 0万円-10万円 0万円-10万円 0万円-10万円

車両全損時諸費用 あり あり あり あり

弁護士費用 あり あり あり あり
（自動車事故弁護士費用特約）

インターネット割引 あり なし なし なし

・車両保険　無過失事故の
場合の特則
・ロードサービス

・無過失車対車事故の特則
・ロードアシスタンス特約

・車両無過失事故に関する
特約
・ロードアシスト（車両搬送
費用補償特約およびサービ
ス）

・車両保険無過失事故特約
・ロードサービス費用特約
・おクルマＱＱ隊

（※3） イーデザイン損保は人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約ありで算出しています。

車両保険

その他の補償・特約・サー
ビス

（※1） 損保ジャパン日本興亜は人身傷害入通院定額給付金対象外特約あり、東京海上日動は傷害一時費用不担保特約ありで算出していま
す。

（※2） 損保ジャパン日本興亜は人身傷害車外事故特約あり、東京海上日動は人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約あり、
三井住友海上は自動車事故特約ありで算出しています。
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2016年5月調査分の算出条件などの詳細は次頁以降をご覧ください。 
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【年間保険料・算出条件（2016年5月調査）】

(1)年間保険料 （単位：円）

パターンＡ パターンＢ

①　当社の年間保険料 36,820 102,150

②　国内損害保険会社大手3社の
平均年間保険料（※）

68,120 246,580

①と②の差額　（②－①） 31,300 144,430

（※）円単位切捨で表示

(2)算出条件①

パターンＡ パターンＢ

保険開始日（始期日） 平成28年7月1日 平成28年7月1日

保険期間 1年間 1年間

払込方法 一時払 一時払

主に運転される方（記名被保険者）の
年齢

36歳 25歳

主に運転される方（記名被保険者）の
性別

男性 男性

主に運転される方（記名被保険者）の
運転免許証の色

ゴールド ブルー

使用目的 主に日常・レジャー 主に日常・レジャー

主な使用地（都道府県） 東京都 東京都

前年走行距離 9,000km（区分：5,000km超10,000km以下） －　（区分：新規契約区分）

料率クラス 車両4-対人4-対物5-傷害4 車両3-対人5-対物4-傷害5

用途・車種（排気量） 自家用普通乗用車（2,400CC）(※1) 自家用小型乗用車（1,339CC）(※1)

初度登録年月 平成23年1月 平成23年1月

等級（ノンフリート等級） 20等級(※2) 6B等級

前契約の等級（ノンフリート等級） 20等級 －

事故有係数適用期間 0年 0年

前契約の事故有係数適用期間 0年 －

前契約事故 なし －

前契約保険会社 当社以外 －

運転者限定特約 運転者夫婦限定 運転者本人限定(※3)

運転者年齢条件 30歳以上補償(※4) 21歳以上補償

（※1）三井住友海上はイモビライザー割引を適用して算出しています。

（※2）三井住友海上は長期優良割引を適用して算出しています。

（※3）国内損害保険会社大手3社は運転者本人・配偶者限定で算出しています。

（※4）国内損害保険会社大手3社は35歳以上補償で算出しています。
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(3)算出条件②

イーデザイン損保
（自動車保険）

損保ジャパン日本興亜
（THEクルマの保険）

東京海上日動
（トータルアシスト
自動車保険）

三井住友海上
（GK　クルマの保険）

対人賠償 無制限 無制限 無制限 無制限

対物賠償 無制限 無制限 無制限 無制限

搭乗者傷害（※1） なし なし なし なし

人身傷害

パターンＡ（※2） 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円

パターンＢ（※3）
3,000万円

（被保険自動車搭乗中のみ
補償）

3,000万円
（被保険自動車搭乗中のみ

補償）

3,000万円
（被保険自動車搭乗中のみ

補償）

3,000万円
（被保険自動車搭乗中のみ

補償）

パターンＡ

保険金額 300万円 300万円 300万円 300万円

免責金額
（1回目-2回目以降）

0万円-10万円 0万円-10万円 0万円-10万円 0万円-10万円

パターンＢ

保険金額 85万円 85万円 85万円 85万円

免責金額
（1回目-2回目以降）

0万円-10万円 0万円-10万円 0万円-10万円 0万円-10万円

車両全損時諸費用 あり あり あり あり

弁護士費用 あり あり あり あり
（自動車事故弁護士費用特約）

インターネット割引 あり なし なし なし

・車両保険　無過失事故の
場合の特則
・ロードサービス

・無過失車対車事故の特則
・ロードアシスタンス特約

・車両無過失事故に関する
特約
・ロードアシスト（車両搬送
費用補償特約およびサービ
ス）

・重度後遺障害時追加特約
・車両保険無過失事故特約
・運搬・搬送・引取費用特約
・おクルマＱＱ隊

（※2） 損保ジャパン日本興亜は人身傷害車外事故特約あり、東京海上日動は人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約あり、
三井住友海上は自動車事故特約ありで算出しています。

（※3） イーデザイン損保は人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約ありで算出しています。

車両保険

その他の補償・特約・サー
ビス

（※1） 損保ジャパン日本興亜は人身傷害入通院定額給付金対象外特約あり、東京海上日動は傷害一時費用不担保特約ありで算出していま
す。
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