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※　　　　　　　 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。

お手続き方法

満期到来のご案内

満 期 日 ：
証券番号 ： 
車　　名 ： 
ナンバー ：

※お手続き前に必ず「改定のご案内」をご確認ください。

料金後納

ゆうメール

【差出人】 MSJ CO.,LTD 【返還先】 〒448-8525 愛知県刈谷市相生町3-3 富士ビル3F
　　　　　　　　　　　 　　　　  アイシン開発株式会社 保険サービス事業本部内MSJ

お手続き
期限

ご案内は内側にあります。
宛名をご確認のうえ、矢印方向にゆっくりていねいに開いて中をご覧ください。
万一、このはがきが湿っている場合は、十分に乾かしてから開けてください。

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。

インターネット環境がない場合や、書類でのお手続きが希望
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。

現在の登録
Eメールアドレス：
（ご登録のEメールアドレス）

※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。

アイシン団自　ネットで手続き

QRはこちら

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

このボタンをクリック

更新手続きガイド

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。
免許の有効期限が近く、ゴールド免許になる可能性がある方は
免許証更新はがきをご確認ください。

・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。戻る

問い合わせ先

マイページ登録の件や画面が進めない場合

SJ21-12005　2021/12/23

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、取扱代理店または損保ジャ
パン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損保ジャパンの定める
条件を満たす場合のみとなります。

引　受
保険会社 損害保険ジャパン株式会社

取　扱
代理店

保険サービス事業本部

お手続きにあたって

補償内容変更や解約、申込書送付をご希望の場合

TEL：0120-27-8708
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

https://aisin-hoken.jp/contact/form01.php#general

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

※音声ガイダンス案内開始後、
を押してください。

一部の方には、引受保険会社の損害保険ジャパンより
「自動車保険更新のご案内」が届きます。
現在の契約内容をご確認いただくためのご案内です
ので、あわせてご確認ください。
※「自動車保険更新のご案内」の契約内容は満期月
4か月前の末日時点のものになります。直近のご変更
は反映されておりませんのでご了承ください。

インターネット手続きの入口はこちら！
https://aisin-hoken.jp/

internet/#koshin　　　　　

このボタンをクリック

３（自動車保険・バイク保険について）
4（解約、その他のお手続き）

お手続きの前に

操作にあたって

ポイント! !

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！

紹介する方も、紹介を受ける方も

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。

ご契約期間の初日が免許更新期間（誕生日の前
後１か月）内にあればゴールド免許割引が適用
されます。
※免許更新年月も忘れずにご訂正ください。

誕生日
＋1か月
2/1

誕生日
1/1

免許更新期間

誕生日
－1か月
12/1

ご契約期間初日
12/15

手続き画面下部分に表示される右記ボタンを
押して質問を入力してください。解消方法を
ご案内します。

お問い合わせはこちら



インターネット手続きの入口はこちら！表面の から進んでください。
ご契約の基本事項について

当初のご意向

個人情報取扱同意画面

ご契約の基本事項・告知事項等確認お客様情報の入力

認証コード入力

利用者規定

ご契約の選択

団体扱の範囲の確認

「ご継続のご契約」内容をご確認いただき必要項目をご入力ください。
■ご契約者　　　    ■ご契約の自動車を主に使用される方
■ご契約の自動車　■免許証の色　
■次回免許更新年月　
■業務専用車の「該当」「非該当」　など

★事実と異なる内容を告知した場合や事実を告知しなかった場合には、
ご契約を解除することがあり、また解除する場合には保険金をお支
払いできないことがありますのでご注意ください。

プラン選択

ご連絡先等の確認・変更

重要事項等説明

申し込み内容最終確認

申込手続き完了

T H E クルマの保険

2
2 3

Clickarお手続手順

主に運転する人を変更する場合や、新たに特約（個人賠償責任特約／車両新価特約／事故・故障時代車費用特約など）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。インターネット更新のお手続き方法Clickar

団体扱自動車保険
WEB更改サービス

アイシン開発と損保ジャパンの個人情報取扱方針が記
載されます。 
双方に同意していただきませんと、この先の手続きには
進めません。

個人情報の取扱い「同意する」にチェック。
契約者名（全角カナ）と裏面記載の証券
番号、Eメールアドレスを入力し、「次へ」
をクリック。

こちらで登録したメールアドレスに認証
コード通知メールが届きます。

メールアドレスに届いた認証コードを
入力して「ログイン」をクリック。

プラン決定 プラン決定

令和1
令和2

2
3

2
3

半角・全角にご注意！！

後日、保険証券が郵送されます。
（Web証券を希望された方を除く。）

※手続き完了後、契約反映までに２、３日かかります。
反映後に契約追加してご確認くださいますようお願いいたします。

お手続きいただきありがとうございました。

こちらをクリックしてご確認のうえ
次に進んでください。

運転者の範囲

保険料（団体扱月払）

クリック。
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WEBでの契約確認について

マイページを作成したことが無い方は、
「新規登録」のうえ、契約追加をしてください。

※次の画面に進まない場合は、画面上部に赤字で表記されている注意書きをお読みください。

※次の画面に進まない場合は、画面上部に赤字で表記されている注意書きをお読みください。

A.記名被保険者についてご確認ください。
B.車両所有者についてご確認ください。
未表示の場合は契約者本人とご選択ください。

選択してください。
■お勤めされている場合

■ご退職されている場合
「団体に勤務し毎月給与の支払いを受けている方」

「団体が認める退職者」

こちらをクリックして
いただくと、ご自由に
試算できます。

補償の詳細は　 をクリック?

次の特約は補償が重復する可能性がございますので、
他の車に付帯されていないかご確認ください。

♦人身傷害の設定金額が高い契約に
交通乗用具補償を付帯することをおすすめします。

★ 人身傷害・交通乗用具事故特約
★ ファミリーバイク特約
★ 弁護士費用特約
★ 個人賠償責任特約
（アイシン総合保障で付帯されている可能性もあります）

詳細はこちらをご覧ください

プルダウンのない部分の変更をご希望の場合は、アイシン開発までご連絡ください。

重復にご注意！！

年齢条件・運転限定
こちらで変更した内容は満期以降からの変更となります。
満期前のご契約も変更が必要な場合は、アイシン開発まで
ご連絡ください。

プランをご選択ください。

住所、ご連絡先に変更がありましたら、こちらの
画面も変更してください。

※「契約者」「記名被保険者」の変更の場合は、
アイシン開発（0120-27-8708）へ
ご連絡ください。

「はい」をご選択のうえ
ご契約最終お申し込みに進んでください

「当初のご意向」欄は前年契約の内容を初期表示します。
（お客さまで訂正可能です。）

※前年契約に入力がない場合など初期表示できない
場合は「対象外」と表示されます。
年齢条件・運転者変更をご希望の方は　 プラン
選択画面でも行ってください。

「はい」にチェックして次へ

次へをクリック

次へをクリック

利用規約を確認しクリック。

STEP

8

※次の画面に進まない場合は、画面
上部に赤字で表記されている注
意書きをお読みください。

お手続き完了メールが送信されたことを
必ずご確認ください。


