
お手続き方法

満期到来のご案内

お手続きにあたって

問い合わせ先

補償内容変更や解約、申込書送付をご希望の場合

アイシン開発株式会社　保険サービス事業本部　営業時間　平日：午前8時30分～午後5時30分
TEL：0120-27-8708（問い合わせ区分：自動車保険更新手続き）

三井住友海上火災保険株式会社より別途満期の
ご案内が送付されますので、契約時の重要事項、
改定点についてご確認ください。

団体扱割引率は35％です。
※団体扱割引35％は、保険契約の開始日が2021年7月1日から2022年6月30日までのご契約
に適用されます。団体扱割増引率は、アイシングループ団体自動車保険のご契約台数と損害率
に応じて毎年見直され、変動する場合があります。
※このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または三井住
友海上までお問い合わせください。

※団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が三井住友海上の定め
る条件を満たす場合のみとなります。

引　受
保険会社 三井住友海上火災保険株式会社

取　扱
代理店

保険サービス事業本部

裏面の「インターネット更新お手続き方法」に
沿ってお手続きください

〈操作方法・システムのお問い合わせ先〉
三井住友海上インターネットデスク

TEL：0120-168-321
営業時間：平日9：00～17：00　※土日、祝日、年末年始は休業

24時間受付可能で便利なHPお問い合わせフォームはこちら
https://aisin-hoken.jp/contact/form01.php#general

対象企業 山形クラッチ、アイシン東北

対象企業 アイシン軽金属、シンコー精機、テクノメタル、となみの工業

■アイシン開発提携代理店
MS北陸株式会社  魚津支店　営業時間　平日：午前９時００分～午後５時００分  
TEL:0765-33-5950  FAX:0765-33-5951

対象企業 アイシン新和、アイシン・メタルテック、新和工業

お手続きの前に
ご契約確認時に使用しますので
ご契約のお車を主に使用される方の

運転免許証をご準備ください。

操作にあたって

・ブラウザの「戻る」ボタンはご利用いただけません。
1つ前の画面にお戻りになる場合は、お手続き画面左下の
　　　    ボタンをお使いください。

 • 60分以上画面を操作しない状態が続くと、タイムアウト
になります。その場合、もう一度最初からお手続きをお願
いします。

※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（ご契約のお車の所有者）、お車の変更（登
録番号など）、車両保険の削除  などはインターネットで変
更できない項目となります。
　ご不明な点は取扱代理店までお問い合わせください。

前へ

※　　　　　　　 現在の情報です。
なお、本状と行き違いで既にお手続きを完了されている場合は、何卒ご容赦ください。

満 期 日 ：
証券番号 ： 
車　　名 ： 
ナンバー ：
ご契約者さま専用
ログインID ：
（ご登録のEメールアドレス）2回目以降のお手続きの場合表示します

更新手続きのご案内

お手続き
期限

ご案内は内側にあります。

インターネット環境がない場合や、書類でのお手続きを希望
の場合は、申込書をお送りしますので、アイシン開発まで
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

※変更がない場合でも必ずお手続きをしてください。
までに必ずお手続きください。

※　　　　　　　 現在の情報です。
なお、本状と行き違いで既にお手続きを完了されている場合は、何卒ご容赦ください。

アイシングループでは、環境保護の一環として
ペーパーレス化を推進しています。

今後、紙による自動車保険手続き書類はお送りいたしま
せんので、インターネット（スマホも可能）でお手続きいた
だきますようお願いいたします。

料金後納郵便

アイシン軽金属　第一事務所　アイシン開発駐在席　営業時間　平日：午前８時３０分～午後５時３０分
TEL：0766-82-8924

更新手続きのご案内

お手続き
期限

ご案内は内側にあります。

インターネット環境がない場合や、書類でのお手続きを希望
の場合は、申込書をお送りしますので、アイシン開発まで
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

※変更がない場合でも必ずお手続きをしてください。
までに必ずお手続きください。

※　　　　　　　 現在の情報です。
なお、本状と行き違いで既にお手続きを完了されている場合は、何卒ご容赦ください。

アイシングループでは、環境保護の一環として
ペーパーレス化を推進しています。

今後、紙による自動車保険手続き書類はお送りいたしま
せんので、インターネット（スマホも可能）でお手続きいた
だきますようお願いいたします。

料金別納郵便

エントリー
はこちら

選べるデジタルギフト
それぞれにプレゼント！ 円分1,000

or

ミスター
ドーナツ

×2枚
（1,000円分）

×2枚
（1,000円分）

𠮷野家

×2枚
（1,000円分）

サーティワン
アイスクリーム

or

上記のいずれかから 1 種類のみお選びいただけます。
※キャンペーン時期中は上記内容と異なります。

紹介する方も、紹介を受ける方も



インターネット更新のお手続き方法

「アイシン団自 ネット
で手続き」で検索
もしくは右のQRコード
から読み取りください。

ご契約内容の
最終確認

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

まずは 次にご契約者さま専用ページにログイン！
インターネットで継続手続きいただく前に、アイシン開発ホームページから
「ご契約者さま専用ページ」を登録いただくと手続きがスムーズです。

e-G1継続手続きをしましょう！
スマートフォンなら、どこでもお手軽に団体扱自動車保険の継続手続きができます。

アイシン開発 保険サービス
事業本部のWEBサイト
よりログイン

STEP

1

各項目を入力くださいSTEP

3

パスワード登録STEP

4

手続き内容の
選択

STEP

5

ご契約者さま専用
ページログイン

STEP

2

ご契約者さま
専用ページを
初めて利用される方

STEP

5
へお進み
ください

こちら
から入り

STEP

3
へお進み
ください

こちら
から入り

既に ID・パスワードを
取得済の方

お客さま情報の入力と利用
規約に同意し、「次へ」を
選択ください。

step３で控えたキーワードを入力し
「次へ」を選択ください。

お客さま情報の内容を確認し
「送信する」を選択ください。

キーワードをメモするなど控えておき、
「閉じる」を選択します。登録したアド
レス宛に届くメール本文の URL を開き
ます。

ご希望の ID（メールアドレス）・
パスワードを入力後、「次へ」を
選択ください。「入力内容の確認」
で確認し「次へ」を選択ください。

ご契約者さま専用ページ利用登録が
完了しました。「トップページへ」を
選択します。

「契約の継続手続き」
から「継続手続き」
ボタンを選択くださ
い。以降、画面の指
示に従い、ご契約内
容の変更等、継続の
お手続きを実施くだ
さい。

インターネットで
お手続きいただけ
ない場合がござい
ますので、お手続
き前にご確認くだ
さい。

「各プラン共通の条件」をご確認ください。
表示された条件が実際と異なる場合は

からお手続きください。

プランの確認

お客さまのご契約が満期を迎え
るにあたり、ご継続のプランを
ご案内しています。
お手続き画面上のボタンから
｢おすすめプラン｣をわかりやす
くご説明する動画（約5分）を
ご覧いただけます。
ご継続プランの検討に是非ご覧
ください。

ご契約条件を変更　>

おすすめプランの内容を修正することにより、
何度でも試算いただけます。
プラン内容を修正いただくと
ボタンが ボタンに変わります。

ボタンをタップいただくと、修正し
たプランに応じた保険料が表示されます。
プランが決定したら ボタンを
タップしてください。
※修正内容を初期設定に戻す場合は

をタップしてください。

このプランに変更

　　再計算

　　再計算

このプランに変更

変更内容をリセット

①～④は必ずご選択ください。「団体
扱自動車保険をご契約いただくための
条件」に該当しない場合や「告知事項」
に該当する場合は、取扱代理店まで
お問い合わせください。

ご契約内容の最終確認で
す。この内容でのお申込
みとなりますので、ご契
約内容に間違いないか、
Step１～ Step５につい
て、ご確認ください。

「記名被保険者およびその
同居の親族が所有するお車
の台数」をご入力ください。

保険証券・約款の形式を
お選びください。
「Web 閲覧のみ」をおす
すめしています！

から
内容をご確認ください。
「確認・保管しました」にチェックいた
だき、 をタップしてください。

重要事項のご説明を表示（PDF）
PDF

次へ  >

前回登録いただいたID・パスワードをお
忘れの場合「ユーザーID・パスワードを
お忘れの方はこちら」から手順をご確認
ください。

ご注意ご注意

同意文ご確認後、同意いただ
けましたら、「上記について
内容を同意のうえ申し込む」
ボタンをタップしてください。

お手続き完了！お手続き完了！

こちらを選択

※画面はイメージのため、
　異なる場合があります。

アイシン団自　ネットで手続き　　 検索

https://aisin-hoken.jp/internet/#koshin

STEP

1 STEP

3

重要な確認事項STEP

2

主に運転する人や車両保険契約タイプを変更する場合、新車特約を追加される場合、ご契約の内容、パソコン・ネット環境によっては、インターネットでのお手続きがご利用になれない場合
があります。　その際は申込書またはお電話での手続きとなりますので、アイシン開発までご連絡ください。

契約中の保険が表示されない方
※２台目以降のWEB手続きの方
契約中の保険が表示されない方
※２台目以降のWEB手続きの方

「契約の保険を追加する」を選択し、
裏面に打出しがある証券番号を入
力し追加してください。 2022年1月始期契約よりリリース!

ドライブレコーダー付き自動車保険 主な機能を２分の
動画でご紹介中
今すぐチェック！

業界
トップレベル

●360 撮゚影機能
●駐車監視機能

●常時通報機能
●社外持ち出し機能

充実機能でより
一層の安心を！

プレドラの機能プレドラの機能


