
東京海上グループのダイレクト自動車保険

イーデザイン損保

取扱代理店引受保険会社

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



24時間365日受付　迅速な初期対応
お客さまに代わって事故のお相手とお話しします

24時間365日、いつでも事故受付

1

■ 24時間365日、いつでも事故のご連絡を受け付けます。

■現場でのお困りごともお気軽にオペレーターにご相談ください。

■事故直後は、相手方への連絡、代車の手配、医療機関・修理工場への連絡など、必要な初期
対応をその日のうちに行います。

■すべてのご契約にセコム事故現場急行サービスがついています。

■お客さまからイーデザイン損保にご依頼いただくと、24時間365日、セコムの緊急対処員が
いち早く事故現場へかけつけ、お客さまをサポートします。

金曜日20:00に
事故が発生した場合

イーデザイン損保ならその日のうちに対応します
金曜日の夜や、連休中に事故が発生しても安心です

事故現場にかけつけます！

ロードサービス

事故現場にかけつけます！

セコム事故現場急行サービス

知らない場所でもGPSで現在位置を通知し、
迅速にセコム事故現場急行サービスやロードサービスを要請できます

当社指定の最寄りの修理工場までは「距離
制限なし」、お客さまの希望先までは
「60kmまで」無料でけん引します。

ご契約1年目からご利用可能！無料で10ℓ
お届けします（保険期間中1回に限ります）。

■すべてのご契約にロードサービスがついています。

■事故や故障など、お車のトラブル時に24時間365日、全国約9,300ヶ所のサービス拠点から
かけつけます。

レッカー無料けん引距離

燃料切れ時
ガソリン配達サービス

事故受付

ロードサービス手配

相手方への連絡

代車の手配

医療機関・修理工場へ
の連絡

応急対応（※1）

故障相談

レッカー

燃料切れ時
ガソリン配達 情報提供

引き上げ・
引き降ろし

救急車の手配 警察への連絡 レッカーや
タクシーの手配

事故状況や
お困りの点をヒアリング

相手方から
事故状況をヒアリング

事故現場や
車両の写真を撮影

イーデザイン損保なら

イーデザイン損保なら

無 料

無 料

無 料

Smart
phone
アプリ

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…

スマートフォンに
ダウンロードしてください

例 

（注）初期対応は平日・土・日・祝日にかかわらず、お客さまのご要望に応じて実施します。 また、各所への連絡は受付時間により実施できない場合があります。

（注）・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。
・ケガ人の救護や警察への連絡は先にお客さまにてお
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。
・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。

※1 「応急対応サービス」のバッテリーのジャンピングは、保険期間中1回に限ります。



示談交渉まで、すべてお任せください　専任担当者が事故解決2

経験豊富な専任担当者に、
すべてお任せください。
治療状況・お車の損害状況の確認

重傷事故時の対面相談

提携修理工場のご紹介

医師との面談、顧問医への相談

弁護士への法的見解の確認

相手方との示談交渉

お任せください！

経験豊富な専任担当者が事故解決
■経験豊富な当社社員が、事故解決まで責任を持って対応します。
イーデザイン損保なら、1人の担当者が、事故状況の確認から示談
交渉、保険金のお支払いまで対応します（※）。

■ 1人が対応するため、「ケガ」と「車や物」で担当者が異なる場合に起きる「そ
れぞれの担当者に同じことをもう一度話さなければいけない！」といったこ
とはありません。なお、過失割合・損害額について相手方との意見の相違
がある場合は弁護士が対応するなど、解決まで全面的にサポートします。

※個別ケースにより担当者が変わる場合があります。

重傷事故時の
対面相談

もらい事故でも安心

（警察庁「平成30年中の交通事故の
発生状況」から推計）

死亡事故や長期の入院をされる
ような事故の場合、お客さまの不
安を少しでも和らげられるよう、
お客さまのご要望に応じて、専任
担当者が対面相談に伺います。

もらい事故の場合、弁護士法により、保険会社
が相手方との示談交渉を行うことができませ
ん。そのため、お客さまご自身で相手方と交渉
していただくことになりますが、その場合でも、
当社の専任担当者がサポートしますのでご安
心ください。また、交渉が難航した際に、弁護
士に任せられるよう、当社ではすべてのご契約
に「弁護士費用等補償保険」がついています。

臨床心理士カウンセリング
でサポート
事故による心理的なご負担を少し
でも和らげられるよう、こころの専
門家である臨床心理士によるカウ
ンセリングサービスでサポートし
ます。

イーデザイン損保なら

東京海上グループの
経験と実績

迅速な初期対応

2017年度　当社自動車保険の事故対応アンケートより

お客さまから高い評価をいただいています

専任担当者が事故解決

訪問します！ 対 面 電 話 メール

だから

相手方がいる事故の
3件に1件が「もらい事故」

93.6%
事故対応満足度

イーデザイン損保なら

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。

事故時だけでなく、日常のおからだの不調やお悩みにも

メディカルコールサービス 無 料

専門医相談（予約制）医療相談 医療機関案内

教えて！からだナビ！
（医療相談Q&Aサイト）

ご契約2年目以降
グレードアップ

全国約900ヶ所

提携修理工場サービス

全国約1,100ヶ所ある当社の提携修理工場に修理をご依頼いただくと、
引取・納車・代車などのサービスを無料でご利用いただけます。（※2）

※2 車両保険のお支払い対象となる事故の場合

無料引取

無料代車

無料納車

修理箇所
ワンオーナー永久保証

2018年3月時点



イーデザイン損保だからできる　おトクで合理的な保険料3

■インターネットで契約いただいた場合、「インターネット割引」として保険料を10,000円割引します。

■さらに「早割500円（保険開始日の45日前までにインターネットでご契約の場合）」と「証券ｅ割500円（証券を郵送しない場合）」を合わせ
ると、最大で11,000円の割引を適用します。

インターネット割引10,000円

■過去1年間に走った距離の区分により、合理
的に保険料を算出するため、走行距離が短
い方ほどおトクな保険料です。

■ 走行距離区分は以下の6つの区分からお選
びいただきます。
「3,000km以下」 
「3,000km超5,000km以下」
「5,000km超10,000km以下」
 「10,000km超15,000km以下」
「15,000km超20,000km以下」
 「20,000km超」

走行距離の短い方はさらにおトク

保険料は走った分だけ

イーデザイン損保で1年間無事故の方はさらにおトク

無事故割引

走行距離区分ごとの保険料のおトク度のイメージです
3,000km

5,000km

10,000km

過去1年間の走行距離区分に応じた保険料

走行距離が短い人ほどおトク

￥ ￥ ￥ ￥

15,000km

20,000km

事故がないと
毎年の保険料が
無駄に思える…

事故になんて
めったに

あわないんじゃ…

イーデザイン損保なら

イーデザイン損保なら

※3 当社で1年間無事故の場合に翌年適用されます。

「事故がないと毎年の保険料が無駄に思える...」「20等級だと割引率が変わ
らないので...」このようなお客さまの声にお応えし、「無事故割引」（※3）を
つくりました。

さらに、契約年数に応じて適用される「継続割引」もご用意しています。



補償のラインナップ
基本補償 主な特約

その他の
補償

弁護士費用等補償保険
もらい事故などで相手方へ損害賠償を請求する場合
に必要な弁護士費用などを補償します。

他車運転危険補償保険
「借りたお車」を運転中の事故も、お客さまの保険か
ら相手方への賠償などの損害を補償します。

お客さまのご希望に合わせてつけられる特約

ファミリーバイク特約
原動機付自転車を運転中の事故による相手方への
賠償などの損害を補償します。

お申し込みにあたっては、イーデザイン損保のWebサイトに掲載している「自動車保険の
しおり・約款」「重要事項説明書」にて、商品・サービスの内容等を必ずご確認ください。

自動付帯

自動付帯

相手方への
補償

対人賠償責任保険
他人を死傷させてしまった場合に、相手方の治療費
や慰謝料などを補償します。

対物賠償責任保険
相手方のお車や他人の財物を壊してしまった場合
に、その修理費などを補償します。

対物賠償責任保険とセットでつけられる特約

対物超過修理費用補償特約
相手方のお車の修理費が時価額を超える場合に、
その超過分を補償します。

自動付帯

自動付帯

お車による
ケガの補償

人身傷害補償保険
補償の対象となる方が死傷された場合に、過失の有
無に関係なく、治療費や休業損害などを補償します。

無保険車事故傷害保険
相手方が無保険などで、死亡・後遺障害に対して十分
な補償を受けられない場合に、治療費や休業損害な
どを補償します。

自損事故傷害保険
相手方のいない自損事故などにより死傷された場合
に、治療費などを補償します。

搭乗者傷害保険
ご契約されているお車に乗車中の方が死傷された
場合に、治療費などを定額で補償します。

人身傷害補償保険とセットでつけられる特約

入院時諸費用特約
死亡または3日以上入院された場合に、必要となる
諸費用を補償します。

育英費用特約
扶養者が死亡された場合などに、お子さまの育英費
用を補償します。

女性のお顔手術費用特約
女性が顔などにケガをして所定の手術をされた場合
に、その手術費用を補償します。

人身傷害補償保険をつけない場合、自動付帯

自動付帯

車両保険
ご契約されているお車に損害が生じた場合に、修理
費などを補償します。

お車の補償

車両無過失事故の特則
お客さまに過失が全くない事故で車両保険
を使っても翌年等級が下がりません。

車両全損時諸費用特約
お車が全損となった場合に、廃車や買い替え時の諸
費用を補償します。

車両新価保険特約
新車に大きな損害が生じた場合に、再び新車に買い
替える費用を補償します。

車両保険とセットでつけられる特約

事故時レンタカー費用特約
お車が修理などで使用できない場合に、レンタカー
費用を補償します。

車載身の回り品補償特約
お車の室内やトランクなどに積載された身の回り品
に損害が生じた場合に、修理費などを補償します。

車両保険をつけた場合、自動付帯

日常生活の事故により、他人を死傷させたり他人の
財物を壊したりした場合に補償します。

個人賠償責任特約
NEW



イーデザイン損保は、東京海上グループの
100年を超える経験と実績で培ったノウハウを
注ぎ込んでつくられたダイレクト損保です。

24時間365日かけつける
ロードサービス

全国約9,300ヶ所

高い技術力を持った
提携修理工場

全国約900ヶ所
提携修理工場ネットワーク

法的相談、委任ができる
弁護士

全国約280人
弁護士ネットワーク

常駐の救急科専門医・
看護師に相談できる

メディカルコールサービス
24時間365日

「いざ」というときに
お客さまをお守りする、
万全のグループネットワーク体制

東京海上グループ
万全のネットワーク

専門的な知識を持った
損害調査員

全国約1,500人

2018年3月時点

AA60206-111-0-1909

2019年9月作成

イーデザイン損保　会社概要

■名称（商号）： イーデザイン損害保険株式会社
　　　　　　　  （英文名称）：E.design Insurance Co.,Ltd.
■設立年月日 ： 2009年1月26日（イーデザイン損保設立準備株式会社として設立） 
■本店所在地 ： 東京都新宿区西新宿3-20-2
■株　　　主 ： 東京海上ホールディングス株式会社
　　　　　　　NTTファイナンス株式会社
■事 業 内 容： 損害保険業

お申し込みにあたっては、イーデザイン損保のWebサイトに掲載している「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」にて、商品・サービス
の内容等を必ずご確認ください。

〈 引受保険会社 〉 イーデザイン損害保険株式会社　　　〈 損害保険取扱代理店 〉 明治安田生命保険相互会社

○明治安田生命では、２つのタイプの自動車保険（「インターネット等で、お客さまご自身にお申込み等の手続きをしていただくタイプ」、「担当者と対面
で、お申込み等の手続きをしていただくタイプ」）をお取扱いしています。

　イーデザイン損保でおすすめするのは、「インターネット等で、お客さまご自身にお申込み等の手続きをしていただくタイプ」の自動車保険です。

○明治安田生命は取得いたしました個人情報を以下の目的で利用させていただきます。（イーデザイン損保にご加入いただいたお客さまの情報（ご契
約の内容等）は、損害保険取扱代理店である明治安田生命に提供されます。）
・各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
・明治安田生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
なお、明治安田生命におけるお客さまに関する情報の取り扱いについては、ホームページ（https://www.meijiyasuda.co.jp/）をご覧ください。

○明治安田生命の職員のうち、損害保険商品を取り扱えるのは、損害保険募集人資格を有し、届け出を行なっている者です。イーデザイン損保について
は、明治安田生命の損保募集人は損害保険契約の締結の媒介を行なっており、保険契約の締結、保険料の受領、契約内容が変わった場合のご通知の
受領等の権限はありません。（共同募集者の場合も、同様の権限により損害保険募集を行なっています）

補償内容やプランについてご不明な点はお電話にてご相談ください。

0120-778-388 平日： 9：00～20：00  土・日・祝日： 9：00～18：00
（年末年始を除く）

イーデザイン損保  お客さまサポートセンター
（ 明治安田生命のお客さま専用ダイヤル ）




