
2022年7月以降保険始期用

大口団体割引36.0％は、2022年7月1日～2023年6月30日の間に始期日を有するご契約に適用されます。
割引率は、その団体のご契約台数と損害率をもとに毎年見直されます。
「アイシングループ団体自動車保険」は アイシングループ内における団体扱自動車保険のペットネームです。

アイシングループ大口団体割引 適用

アイシングループの皆さまへ

団体自動車保険のご案内
アイシングループ

クルマには、ご家族分の安心も乗せて走ろう！



定年後も継続して加入できます
定年退職後も引続き、
アイシングループ団体自動車保険にご加入いただけます。

※保険料の払込方法は口座振替（一括払）となります。
※定年退職時にアイシングループ団体自動車保険にご加入いただいていることが

条件（継続加入のみの取扱い）となります。

メリット

２

ご家族のお車も対象となります
ご家族のお車にもアイシングループ大口団体割引（３６．０％）が適用されます。

アイシングループ団体自動車保険にご加入でき、大口団体割引が適用できるのは

社員本人のお車だけではありません。

別居×

社員本人のお車
別居の扶養親族の

お車
別居の扶養していない

親族のお車

○加入できます ×加入できません

●同居とは、同一家屋（※）に居住していれば足り、同一生計や扶養の有無は問いません。
※同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれも独立して具備したものを一単位とします。
ただし、台所等の独立した生活用設備を有さない「はなれ」「勉強部屋」等は、同一家屋となります。

※マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有の別を問わず別居となります。
※同一敷地内であっても別家屋での居住は、生計の同・異を問わず、別居となります。

●単身赴任は、別居となります。短期間の出稼ぎ等の一時的別居は、同居となります。

●就学のために下宿している子は、住民票記載の有無にかかわらず別居となります。

ご家族で２台目以降のお車を新たに購入（取得）し、ご契約の場合には・・・さらに

ご家族で２台目以降のお車を新たに購入（取得）し、ご契約される場合、セカンドカー割引（複数所有新規契約者に対する特則）

の適用で、新規６等級（S）ではなく、新規７等級（S）からスタートすることができます。

新規６等級（S）では４％割増であるのに対し、新規７等級（S）の場合は３４％割引でご契約いただけます（事故有係数適用期間は０年となります）。
２０２２年４月末時点の割引・割増等についてご説明しています。
※１台目のご契約が１１等級以上であること等条件がございますので、詳細はアイシン開発株式会社・引受保険会社にご確認ください。

配偶者のお車

別居○

同居の親族のお車

○ 同居○ ○

36.0％割引（大口団体割引）メリット

１ 等級(等級別割引・割増制度)に加え、大口団体割引36.0％が適用されます！
月々の保険料が削減されます！

アイシングループ団体自動車保険 ３大メリット

メリット

３

①



ご加入までの流れについて

このあとは、アイシングループ団体自動車保険に

ご加入いただく際の流れをご説明します。

下記の順に、本パンフレットを読み進めてください。

Chapter １ Chapter ２ Chapter ３
ご契約時に、

特にご注意

いただきたい内容

アイシングループ

団体自動車保険に

ご加入いただくには

ご契約の際に、

お決めいただくこと

前年同条件でも保険料が変更と
なる場合についてご確認ください。

保険契約者、記名被保険者
（ご契約のお車を主に使用され
る方）、車両所有者およびお車
に関する条件が、アイシング
ループ団体自動車保険の要件
を充足するかどうかを念のた
めご確認ください。

ご契約の際に、ご自身で決定・
ご確認いただくべき項目につい
てご説明します。

ご契約時に、特にご注意いただきたい内容Chapter １

１ 前年同条件でも、保険料が変更となる場合があります

◆前年同条件でも、下記のようなケース等では保険料が変更となる場合がありますのでご注意ください。

型式別料率クラスの変動

新車割引が適用されていた場合

前契約で事故が発生している場合

毎年１月１日に車種（型式）ごとの料率クラスが見直されます。
そのため、前年同条件でも保険料が変更となるケースが発生します。

お車が新車割引の適用条件を満たさなくなる場合、保険料がアップします。

事故の内容により、継続契約の等級（等級別割引・割増制度）が下がり
保険料が変更となる場合があります。

②



アイシングループ団体自動車保険にご加入いただくにはChapter ２
～下記のすべてを満たす場合にご加入いただけます。～

１ 保険契約者（申込人）になられる方

アイシングループの役員・社員・嘱託社員
○定年退職後も引続き、ご加入いただけます。

（退職時にアイシングループ団体自動車保険にご加入いただいている事が条件となります。）
○パート・期間社員の方はご加入いただけません。

２ ご加入の対象となる自動車

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自家用小型貨物車
⑤自家用軽四輪貨物車
⑥自家用普通貨物車

（最大積載量0.5ｔ以下）

用
途
車
種

⑦自家用普通貨物車（最大積載量0.5ｔ超2ｔ以下）
⑧特種用途自動車

（ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ車〔車検証の「車体の形状」欄にｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ車と記載〕）
⑨自家用二輪自動車
⑩原動機付自転車

３ 車両所有者 ・記名被保険者（ご契約のお車を主に使用される方）に関する条件

※ ご契約のお車を所有されている方をいいます。車両所有者は、原則として車検証などの所有者欄に
記載されている方となります。上記①～④以外の方が所有されているお車は、対象外となりますので
ご注意ください。なお、所有権留保条項付売買契約による自動車の買主およびリース契約により借り
入れた自動車の借主は自動車の所有者とみなします。

① 保険契約者（申込人）

② 保険契約者の配偶者

③ 保険契約者またはその配偶者の同居の親族

④ 保険契約者またはその配偶者の別居の扶養親族

記

名

被

保

険

者

車

両

所

有

者

『ご契約のお車を主に使用される方』等となります。
『記名被保険者』は被保険者（補償の対象となる方）の範囲等を定めるために、ご契約のお車を「主に使用される方」等から1名を設定いた
だきます。「主に使用される方」とは、ご契約のお車を主に運転される方または「ご契約のお車の所有者」や「自動車検査証上の使用者」等、
実際にご契約のお車を自由に支配・使用されている方をいいます。自動車保険では記名被保険者を中心に補償が適用され、等級
（等級別割引・割増制度）の継承範囲等を決めるための重要な事項になりますのでご注意ください。

記名被保険者とは

※
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４ その他のご注意

●保険期間の途中で保険契約者、記名被保険者、ご契約のお車の所有者のいずれかが前記の条件に合致しなくなっ

た場合には、取扱代理店にご連絡ください。満期までの期間に相当する保険料の集金等、お手続きのご案内をさせて

いただきます。

(例) ■記名被保険者であった同居の娘が結婚して別居となった

■記名被保険者であった別居の学生が就職して独立した 等

●飲酒運転やひき逃げ等の重大な法令違反を伴う事故を起こされた場合や保険金の不正請求等の違法行為をされた

場合、自動車保険へのご加入をお断りすることがあります。

●車両保険金額については市場販売価格相当額を参考にお決めください。
それ以外での設定を希望される方は、車両保険には加入できないことがあります。

ご契約の際に、ご確認いただくことChapter ３

お車を運転される方等について

POINT ①住所・氏名の確認 ②記名被保険者の決定 ③運転される方のご確認

１ 住所・氏名をご確認ください。

保険申込書に保険契約者の住所と氏名が正しく記載されていない場合や不十分な記載の場合、
保険証券のお届けができない等の原因となります。特に番地、部屋番号等にご注意ください。

２ 記名被保険者をご確認ください。

記名被保険者は、「対人・対物賠償保険や自動車事故特約（人身傷害保険）等の被保険者の範
囲」、「等級・事故有係数適用期間の継承範囲」、「記名被保険者年令別料率区分」等を決める
ための重要な事項です。

３ 運転される方の範囲および条件をご確認ください。

「ご本人だけ」または「ご夫婦だけ」が運転する場合や、お車を運転する方が決まっている場合に
は、運転者の範囲を限定したり、運転者の年令条件を設定することにより保険料に差が生じます。

※１．自家用二輪自動車・原動機付自転車の場合、運転者の範囲を限定することはできません。

※２．「運転者の年令条件」を設定された場合、「運転者年令条件特約」がセットされ、その条件に合致しない年令の

ご家族の方等が運転中の事故は原則として保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

●日常生活賠償特約につきましては、アイシングループ総合保障制度との重複がございますので、
同制度でのご加入の有無をご確認のうえ、ご加入がない場合のみ、ご検討ください。

●過去の事故の発生状況などによっては、ご契約条件について、ご契約者のご要望に添えない場合がありますので、

あらかじめご了承ください。
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お車について

POINT ①ご契約のお車の確認 ②お車の装備・装置等の確認

１ ご契約のお車をご確認ください。

ご契約のお車の登録番号、用途車種、車名等をご確認ください。

２ お車の装備・装置等をご確認ください。 福祉車両 衝突被害軽減ブレーキ（AEB）

ご契約のお車の装備・装置等をご確認ください。所定の装備・装置等がある場合は保険料が割引
となる場合があります。

●このパンフレットは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「タフ・クルマの保険」｢セーフティツーリング（一般総合

自動車保険）」「はじめてのクルマの保険」のいずれかのパンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。

また、詳しくは｢ご契約のしおり（普通保険約款・特約）｣をご用意していますので、アイシン開発株式会社または引受保険会社

までご請求ください。

ご不明な点につきましては、アイシン開発株式会社または引受保険会社にお問合わせください。

●「タフ・クルマの保険」は個人総合自動車保険、「はじめてのクルマの保険」はパーソナル自動車保険のペットネームです。

｢セーフティツーリング｣は二輪自動車・原動機付自転車を保険の対象とした一般総合自動車保険（ノンフリート契約）のプラン

名称です。

引受ルール
『引受ルール』の対象となる方（およびご契約）は下記のとおりです。

詳しい内容について確認したい方は、アイシン開発までお問合わせください。

対象となる方（および契約） 主なルール

★悪質事故契約
飲酒運転・無免許・偽装事故などを起こした方の契約

お引受ができません

★事故多発契約
①前契約で2回以上事故を起こし、次契約で1～3等級と

なる方のご契約
前契約で１回以上事故を起こし、次契約で1～2等級と
なる方のご契約

②前契約で2回以上事故を起こし、次契約で4～17等級と
なる方の契約

※引受ルールの対象となる事故に、飛び石・落書き・いたずら・
盗難のみの事故は含まれません。

対物賠償保険に
免責金額10万円などの
条件が付きます

①：車両保険は付けられません
②：車両保険に条件が付きます

⑤



⑥



もしも事故が起こってしまったら、
「あわてず」「落ち着いて」以下の対応をお取りください。

負傷者がいる場合は１１９番に連絡し、消防機関の指示を
仰いだうえ、救護措置を優先して行ってください。

警察署へ事故の届出を行ってください。なお、人身事故の場合は、
人身事故であることを必ず警察署へ届出していただくようお願いします。

相手の方がいる場合は、その方の「住所」「氏名」「電話番号」等の
連絡先をご確認ください。

目撃者がいる場合は、その方の「住所」「氏名」「電話番号」等の連
絡先をご確認ください。

相手の方から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承
認する場合は、必ず事前に引受保険会社にご相談ください。

①事故発生後ただちに次の事項をご連絡ください。
（１）事故発生の日時
（２）事故発生の場所
（３）事故の概要

②ご連絡後、次のことが判明した場合は、遅滞なく
アイシン開発株式会社または

引受保険会社までお知らせください。
（１）事故の状況
（２）相手の方の住所、氏名、電話番号
（３）目撃者がいる場合は、その方の住所、氏名、電話番号
（４）損害賠償の請求を受けた場合は、その内容

※ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を
差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

事故のときのサポート

１

２

３

４

５

負傷者の救護措置を行ってください。

警察署への届出を行ってください。

相手の方をご確認ください。

目撃者についてご確認ください。

その場での示談はしないでください。

６ 事故・故障が発生した場合は、
ただちに 取扱代理店 または
下記にご連絡ください。

0120-024-024 （無料）

※受付時間 [ 24時間 ３６５日 ]
※IP電話からは0276-90-8850（有料）におかけ

ください。
※おかけ間違いにご注意ください。

■取扱代理店 お問合わせはお電話にて､お気軽にどうぞ！

アイシン開発株式会社 保険サービス事業本部
〒448 -8525 愛知県刈谷市相生町３－３富士ビル３Ｆ

TEL 0120-27-8708（外線のみ）
FAX 0566-27-8760（新規加入専用）

0566-24-3801（その他）
営業時間 8:30～17:30（平日）

TEL 052-563-9379
FAX 052-563-9501

（2022年5月承認）B22-100613

■引受保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
トヨタ営業部 営業第三課
〒453-6116 愛知県名古屋市中村区平池町４－６０－１２

あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター

※当社は、損害保険契約の締結の代理権を有しております。
※当社は、生命保険契約の締結の媒介を行っております。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.aisin-hoken.jp/

HPお問合わせ
フォームはこちら


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

