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イーデザイン損保
自動車保険

ご契約者向けガイドブック
「こんなときはどうする？」

体調が悪くて心配なとき ▶3

お車の故障、トラブルで困ったとき ▶2

事故にあったとき ▶1

契約内容の確認や変更をするとき ▶4

▶耳や言葉が不自由なお客さまへ



IP電話などでご利用できない場合　03-5977-7057（通話料がかかります）

もしも事故にあってしまったら、イーデザイン損保までお電話ください。

急な 事故

事故にあったとき

事故受付センター

1

契約者ホームページからも受け付けています

https://edsp.jp/
事故解決について詳しく確認するには

Webサイトで ▶▶▶

セコム事故現場急行サービス もご利用いただけます。詳細は次ページをご覧ください

トップページ➡ 事故対応とサービス をご確認ください。

携帯電話も
OK24時間 365日

スムーズな事故解決のために、相手方の情報や目撃者の方の情報を忘れずにメモしておきましょう。
◎8ページ目にメモ欄がありますので、プリントアウトして車の中に保管してご活用ください。

●氏名
●住所
●連絡先
●車両ナンバー

相手方の
連絡先などを
確認

8ページ目の
ココに記入！

相手方の情報、目撃者情報をメモしておきましょう。

●氏名
●住所
●連絡先

目撃者の方の
連絡先を
確認

事故車を安全な場所へ
移動してください。

二次的な事故の防止や、他の
交通の妨げにならないよう
に、お車を安全な場所へ移動
させましょう。

2
警察へ事故の届出を
してください。

すぐに警察に届け出ましょう。
保険金を請求する際に原則
として交通事故証明書が必要
となります。

3
ケガ人がでた場合は、
応急処置のうえ救急車
を手配してください。

軽いケガでも必ず病院に付き
添い、診察を受けてもらう
ようにしましょう。

1
イーデザイン損保の
事故受付センターへ
お電話してください。

事故現場での示談はお控えく
ださい。事故受付センターに
ご連絡のうえ、適切な対応に
ついてお打ち合わせください。

4

事故受付
センターです

まずはあわてず落ち着いて以下のように対応してください。

万一、事故にあわれたら。

東京海上グループの100年を超える経験と実績でお客さまに「確かな安心」をお届けします。

経験豊富な専任担当者が事故解決にあたります。（※）

事故発生！
24時間365日、
事故受付

※個別ケースにより担当者が変わる場合があります。

示談交渉、
保険金の
お支払い

お客さま専用のページで
事故対応状況を確認できます。
担当者への質問などを自由に書き込む
ことができ、また、担当者からの回答を
ご覧いただくこともできます。

アプリについて
詳細は

最終ページで

経験豊富な
「専任担当者」が
事故解決（※）

万一の事故・故障発生
!?

事故現場コール
スマートフォンアプリ

あとはイーデザイン損保に
お任せください！

事故受付 ロードサービス手配
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IP電話などでご利用できない場合　03-5977-7057（通話料がかかります）

お客さまからイーデザイン損保にご依頼いただくと、セコムの緊急対処員が事故現場にかけつけ、
お客さまをサポートします。

急な 事故

事故にあったとき セコム事故現場急行サービス

事故受付センター

1

携帯電話も
OK24時間 365日

ご利用にあたっての注意事項
●本サービスは、セコム株式会社を通じて提供します。 本サービスは警備サービスではありません。
●事故現場が山間部、島しょ部、高速道路上など、急行不能な一部エリアおよび事故現場が特定できない場合、また天災・大規模災害等の影響に
より事故現場への到着ができない場合などについては、本サービスは提供されません。
●一部エリアや事故現場の状況によって、写真撮影のサービスを提供できない場合があります。
●警察への届出がない場合には、本サービスの提供をお断りする場合があります。
●セコムの緊急対処員は示談交渉を行うことはできません。 相手方へのご連絡はイーデザイン損保が行います。
●詳しくは当社Webサイトに掲載の「セコム事故現場急行サービス利用規約」をご覧ください。

セコムの緊急対処員が事故現場にかけつけ、
お客さまをサポート。

■セコム事故現場急行サービスの流れ

事故発生

さらに、セコムからイーデザイン損保に、事故現場で収集した情報を連携

お客さまからイーデザイン損保の
事故受付センターへご連絡ください。

●ケガ人の救護や警察への連絡はお客さまにて先にお済ませください。終わっていない場合は、セコムの緊急対処員がサポートします。

サポート内容

セコムの緊急対処員が事故現場にかけつけ、

現場へ急行

お客さまからご依頼いただくと、
イーデザイン損保がセコムに緊急対処員の
かけつけを要請します。

事故現場への
かけつけを要請

レッカーや
タクシーの
手配

事故現場や
車両の写真
を撮影

事故状況や
お困りの点を
ヒアリング

救急車の手配 警察への連絡 相手方から事故状況を
ヒアリング
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アプリについて
詳細は

最終ページで

万一の事故・故障発生
!?

事故現場コール
スマートフォンアプリ

あとはイーデザイン損保に
お任せください！

事故受付 ロードサービス手配

事故

突然のトラブル時に24時間365日全国約9,300ヶ所からかけつけます。

すべてのご契約にロードサービスが自動付帯（追加保険料なし）となっています。

IP電話などでご利用できない場合　03-6631-2433（通話料がかかります）

事故・故障などによってお車が動かなくなったときに。
現場から修理工場や自宅まで、レッカーによるけん引などを行います。

当社指定の最寄りの修理工場まで 

▲  距離の制限なく無料

お客さま指定の修理工場や自宅まで 

▲  100kmまで無料

ロードサービス

レッカーサービス
バッテリー上がりでお車が動かなくなったときなどに。
現場で対応可能な応急作業を行います。

応急対応サービス

落輪や縁石に乗り上げてしまったときに。
お車の引き上げ、引き降ろし作業を行います。

引き上げ・引き降ろしサービス
道路上でガス欠になったときに。
ガソリンまたは軽油10リットルを無料でお届けします。

燃料切れ時ガソリン配達サービス

●ロードサービスのご利用は、事前にご連絡いただくことが必要です。ご連絡がなく、ご自身で業者を手配された場合などは無料サービスのご提供ができませんのでご注意ください。
●ご連絡の際には、ご契約の証券番号などを確認させていただきます。
●ロードサービスは東京海上アシスタンス株式会社を通じて提供します。
●詳しい内容（サービスを提供できない場合など）は以下のWebサイトおよび「ロードサービス利用規約」をご覧ください。

※1 作業の内容などによっては、お客さまに費用負担が発生する場合があります。
※2 「燃料切れ時ガソリン配達サービス」は、保険期間中1回に限ります。      

https://edsp.jp/
詳しく確認するには

Webサイトで ▶▶▶

至急 急行

トップページ➡ 事故対応とサービス ➡ ロードサービス または 提携修理工場サービス をご確認ください。

■バッテリーのジャンピング
■カギ開け
■パンク時のスペアタイヤ交換
■各種オイル、冷却水の補充　

■各種バルブ、ヒューズの取り替え
■ボルトの増し締め
■サイドブレーキの固着解除
■その他、30分までの応急作業

ご利用無料 等級に影響なし※1 ご利用回数無制限 ※2

お車の故障、トラブルで困ったとき2

携帯電話も
OK24時間 365日

車両保険のお支払い対象となる事故の場合、提携修理工場に修理をご依頼いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。

●「無料引取サービス」「無料納車サービス」「無料代車サービス」は、工場が対応可能な範囲においての提供となります。
　ご自宅から遠方の工場をご利用の場合には、提供できないことがあります。
●詳しい内容（サービスを提供できない場合など）は以下のWebサイトをご覧ください。

お車の修理をご依頼いただくと、工場のスタッフが
お客さまのご自宅までお車を引き取りに伺います。

Webサイトで近くの提携修理工場を検索いただけます。
提携修理工場
サービス

無料引取サービス
お車の修理が終わり次第、すぐに工場のスタッフが責任をもって
お客さまのご自宅までお車をお届けします。

無料納車サービス

お車の修理期間中、工場が代わりのお車を提供
します。

無料代車サービス
お車を修理した箇所に万一不具合などが生じた場合、修理を
行った提携工場にてその不具合への対応を保証します。
お客さまがそのお車を所有している期間に限ります。

修理箇所ワンオーナー永久保証
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IP電話などでご利用できない場合　03-6747-0055（通話料がかかります）

事故時だけでなく、日常生活でのおからだの不調やお悩みも24時間365日サポートします。

メディカルコール
サービス 24時間 365日受付

携帯電話も
OK

体調が悪くて心配なとき3

https://edsp.jp/
詳しく確認するには

Webサイトで ▶▶▶

●ご連絡の際には、ご契約の証券番号などを確認させていただきます。
●メディカルコールサービスは、診療の代替ではなく、情報の提供・助言に限定されており、効果を保証するものではありません。
●メディカルコールサービスは、東京海上日動メディカルサービス株式会社を通じて提供します。
●緊急時以外の医療相談は、9:00～21:00にご連絡ください。
●詳しい内容（サービスを提供できない場合など）は以下のWebサイトをご覧ください。

トップページ➡ 事故対応とサービス ➡ メディカルコールサービス  をご確認ください。

ご利用無料 等級に影響なしご利用回数無制限

お悩み 急な

急なお身体のトラブル、「最近気になる症状がある」などの
健康相談について、状況に応じたきめ細かいアドバイスを
提供します。

医療相談サービス

教えて！からだナビ！はこちら

専門医・薬剤師・管理栄養士が監修する医療相談Q&Aサイト

医療相談Q&Aサイト
「教えて！からだナビ！」

「治療を受けているが不安がある」「病院を訪ねる前に、ま
ずは相談したい」など、より専門的な知識が必要なご相談
に、30以上の診療科の専門医がお電話でお応えします。
契約2年目以降のお客さまへの特別なサービスです。

一般内科 一般外科 小児科

産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科

皮膚科 歯科 心療内科

精神科 泌尿器科 消化器内科

消化器外科 循環器内科 心臓外科

整形外科 脳神経外科 内分泌内科

呼吸器内科 呼吸器外科 乳腺外科

口腔外科 腫瘍内科 腫瘍放射線科

甲状腺科 血液内科 小児神経科

緩和ケア 漢方医療 医療ソーシャルワーカー

■30以上の充実の診療科目

専門医相談サービス（予約制）

2年目以降のご契約者の方は、さらに特別な
サービスが受けられます。

すべてのご契約にメディカルコールサービスが自動付帯（追加保険料なし）となっています。

事故後、骨折の治りが遅い
ので相談したい。

事故

頭痛が続き、市販薬を服用
しても治まらない。何科を
受診するべきか。

日常

「最寄りの医療機関を知りたい」「夜間・休日に受診できる救
急医療機関を知りたい」
全国45万件の医療機関情報のなかから、最適な医療機関を
ご案内します。

医療機関案内サービス

事故でケガをした。救急車
を呼ぶほどではないけれ
ど、近くに病院ないかな。

事故

深夜、子どもが38度の発
熱。今から行ける病院ない
かしら。

日常

（サービスを利用された方の事例を抜粋・要約して掲載しています）

〈ご相談事例〉

子供（小学生）を叱っ
た時に、親に対して
乱暴な態度をとるこ
とが多く、心配で相
談しました。

（30代女性）

前立腺がんと診断さ
れて主治医と治療方
針を決定したが、違う
治療方法があることを
知り、相談しました。

（60代男性）

緊急時以外の医療相談は、9：00～21：00にご連絡ください。

http://oshietekaradanavi.com/edsp/
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ログインページ

いつでも契約内容の確認や変更手続きができる、あなた専用のページを用意しています。

●お車の変更（車両入替）

●主に運転される方（記名被保険者）の変更

24時間 365日

契約内容の確認や変更をするとき4

ログインページにアクセス。
または

契約の更新手続きは、保険終了日の70日前から可能となり
ます。

契約者ホームページのご利用方法

メールによるお問い合わせ

契約の更新

インターネット上で事故のご確認とご相談ができます。

事故対応状況の確認・相談

インターネット上で事故のご連絡ができます。
事故の連絡

契約内容・お客さま情報の変更
契約内容の変更

住所変更、改姓 メールアドレス・受信設定の変更 ユーザー ID・パスワードの変更

保険証券、および、事故や故障時のご連絡先などが記載されたご契約者カードの印刷ができます。

契約内容の確認

お急ぎの場合は事故受付センターまでお電話ください。

上記以外など、契約者ホームページでご変更いただけない場合は、お客さまサポートセンターにお電話ください。

https://edsp.jp/ulog/

https://edsp.jp/ulog/

契約内容を詳しく確認するには

Webサイトで ▶▶▶
・ご自身で設定した「ユーザーID」と「パスワード」を入力してください。
・「ユーザーID」と「パスワード」をお忘れの場合は、ログインページから再設定してください。

スマートフォンでも
ご利用いただけます。
※推奨環境（機種）については、当社Webサイト
の「サイトのご利用規程」をご確認ください。

1

■主に運転される方、住所、使用目的、主な使用地（都道府県）の変更

●補償内容・その他の変更
■運転者年齢条件の変更　■運転者限定特約の変更　■保険金額の変更　■保険・特約の変更、追加、削除　■登録番号のみの変更

・ 新しいお車の車検証、もしくは注文書をお手元にご用意ください。
  （ご用意できない場合には、お車を購入した自動車ディーラーに型式、初度登録年月、車台番号、登録番号をご確認ください。）

・ 車両保険の付帯や車両保険金額設定など、ご希望に沿えない場合があります。
   また、当社では、一部お取り扱いできないお車があります。詳しくは、Webサイトにてご確認ください。

受付時間：9：30～18：00（年末年始を除く）お客さまサポートセンター

ボタンをクリックトップページの

ご自身で設定した「ユーザーID」と
「パスワード」を入力してください。2

◎「ユーザーID」と「パスワード」をお忘れの場合は、
ログインページから再設定してください。
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耳や言葉が不自由なお客さまへ
耳や言葉が不自由なご契約者の方等からのお問い合わせを、代理電話・Webサイト・メール・FAX
で受け付けています。

代理の方にご依頼いただき、下記にお電話ください。

IP電話など、上記フリーダイヤルをご利用いただけない場合は03-6631-2433まで
ご連絡ください（有料）。

ロードサービス

受付時間：24時間365日

受付時間：24時間365日

受付時間：24時間365日

IP電話など、上記フリーダイヤルをご利用いただけない場合は03-5977-7057まで
ご連絡ください（有料）。

代理の方にご依頼いただき、下記にお電話ください。

IP電話など、上記フリーダイヤルをご利用
いただけない場合は03-6747-0055までご連絡ください（有料）。

FAX番号は各連絡シートに記載しています。

FAX番号

メディカルコール
サービス

・ロードサービスをご利用いただく場合は、事前に上記番号にご連絡いただくことが必要です。ご連絡がない場合は、無料サービス
のご提供ができませんのでご注意ください。　
・作業の内容などによっては、お客さまに費用負担が発生する場合があります。

事故受付センター

FAXによる事故連絡を受け付けています。
下記　　　　　　　（PDF）を印刷して詳細をご記入のうえ、お送りください。

緊急の場合は、代理の方にご依頼いただき、下記にお電話ください。

お車の故障、
トラブルで困ったとき

体調が悪くて
心配なとき

Webサイトで契約の更新や契約内容・お客さま情報の変更手続きを受け付けています。
Webサイトでお手続きできない変更については、FAXで受け付けています。
下記　　　　　　             (PDF)を印刷して詳細をご記入のうえ、お送りください。
また、メールによるお問い合わせも受け付けています。
Webサイトにログインのうえ、ご利用ください。

契約内容の確認や
変更をするとき

事故にあったとき

事故連絡シート❶

見 

本
見 

本

契約内容変更連絡シート❷

https://edsp.jp/ulog/

代理電話 FAX

FAX
Webメール

代理電話

代理電話

https://www.edsp.co.jp/contact/popup2.html▶▶▶
下記連絡シートの印刷は 各種お問い合わせページから

FAX番号

緊急時以外の受付時間：9：00～21：00
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この画面をプリントアウトして車の中やお手元に保管していただくと便利です。

※本冊子の掲載内容は2022年11月現在のものです。画面などのデザインは変わることがあります。

受付時間：9：30～18：00（年末年始を除く）

AA60019-010-4-2301

もしもの時のあなたの味方に。

「どこに電話すればよいかわからない…」
「旅行先で、自分がどこにいるかすぐわからない…」

もしもの事故・お車の故障時に、ご契約者さまのための無料アプリ、
「事故現場コール」があなたの味方になります。

事故関係者の情報記入欄 事故の際は気が動転して記憶もあいまいになりがちです。事故にあったら、必ずメモしておきましょう。

2022年11月作成

東京都新宿区西新宿3-20-2 〒163-1413
https://www.edsp.co.jp/

事故の相手方

氏名

住所

電話

携帯電話

車両
ナンバー

フリガナ

目撃者の方

氏名

住所

電話

携帯電話

フリガナ

携帯電話も
OK

至急 急行ロードサービス
お車の故障、
トラブルで困ったとき

携帯電話も
OK

24時間
365日

IP電話などでご利用できない場合　03-6631-2433（通話料がかかります）

お悩み 急な
メディカルコールサービス

体調が悪くて
心配なとき

携帯電話も
OK

24時間
365日
受付

IP電話などでご利用できない場合　03-6747-0055（通話料がかかります）

契約者ホームページからも受け付けています

緊急時以外の受付時間：9：00～21：00

急な 事故
事故受付センター

IP電話などでご利用できない場合　03-5977-7057（通話料がかかります）

事故にあったとき 携帯電話も
OK

24時間
365日

契約について
ご不明な点があれば
ご相談ください。

お客さまサポートセンター

事故現場コール
Smart
phone
アプリ ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
く
だ
さ
い


