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オールステート自動車・
火災保険株式会社（当社の前身）設立

営業開始

「セゾン自動車火災保険株式会社」に
社名変更

安田火災海上保険（株）
（現（株）損害保険ジャパン）・
（株）クレディセゾンと包括業務提携

（株）損害保険ジャパンが
過半数の株式を取得し、
同社の連結子会社に

（株）損害保険ジャパンを引受先とする
第三者割当増資（100億円）を実施

沿　革会社概要

（2010 年4月1日現在）

（2010年12月現在）

本社 〒170-6068 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 40F
ホームページ  http://www.ins-saison.co.jp

お問い合わせ先
お客様サポートセンター

0120-163-028 営業時間／9：00～17：30
（土・日・祝日も営業 年末年始を除く）

セゾン自動車火災は損保ジャパングループの一員です。

 ・ 「おとなの自動車保険」は、「セゾン自動車保険」の商品名です。
 ・ このパンフレットは、セゾン自動車保険の概要を説明したものです。詳しくは、保険約款・特約、重要事項等説明書
等をご確認ください。

 ・ このパンフレットに掲載している保険料は2011年1月時点のものです。
 ・ 当社は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、他の保険の募集、金融商品・サービスの案内・提供等を行
うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。詳細につきましては、当社のホームページ
（http://www.ins-saison.co.jp）に掲載の個人情報保護宣言をご覧いただくか、「セゾン自動車火災保険株式会
社 お客様相談室（TEL：03-3980-3572）」までお問い合わせ願います。
 ・ 当社損害保険募集人は、保険契約の締結の代理権を有しており、保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理
等の業務を行っています。
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保険選びに納得したい大人たちへ。
「ちょうどいい」を実現できる、
通販型自動車保険。
お客様の「納得感」。そのために、「おとなの自動車保険」はお約束します。
必要な時、必要な形で、必要なサポートを。
事故の少ない40代50代の方はもちろん、お子様が運転しても納得の料金体系。
基本となる対人・対物賠償は無制限。
そのほかの補償も、必要なものだけをしっかり選択できます。
そして、事故対応サービスにあたっては、
グループ会社である損保ジャパンの全国200拠点以上あるサービス網と連携。
お客様の「ちょうどいい納得感」を第一に。「おとなの自動車保険」は考え続けます。

「家族内カーシェアリング」時代に合わせた
自動車保険です。

http://www.ins-saison.co.jp/otona/検 索おとなの自動車保険お見積り・お申込みはWebサイトからでもカンタンOK!!1 2

1台をご家族で共有される方が
多くなっています

「おとなの自動車保険」の保険料は年齢別に1歳刻みの納得感のある保険
料体系です。事故率の最も低い40～50歳代の「おとな世代」の保険料水
準が最も低くなっています。

「おとなの自動車保険」では、運転
することが最も多い方の年齢に
合わせて保険料を設定しました。
そのため、年齢の若いお子様がた
まにお車を運転するようなご家庭
でも納得の保険料。1台のお車を
ご家族皆様で使われるご家庭に
適した自動車保険です。

40～50歳代の方に
特におすすめです。
40～50歳代の保険料水準が
最も低くなっています。

1

（記名被保険者の年齢）

●保険料のイメージ
（
保
険
料
）

30歳 40歳 50歳 60歳

保険料水準が
最も低い

4 つの「安心」でしっかりサポート。
40～50歳代の方に特におすすめ！
40～50歳代の「おとな世代」が求める自動車保険を形にしました。

インターネット割引10,000円
インターネットでのご契約が断然おすすめ！
インターネット割引は業界最高水準の10,000円！

経験豊かな専任担当者がサポート！
万一の事故の際には、専任担当者が事故解決まで
責任をもって対応させていただきます。

基本補償はトリプル無制限
「対人賠償保険」「対物賠償保険」「無保険車傷害」の
3つの基本補償は補償限度額を“無制限”に設定します。

2ページへ

3ページへ

4ページへ

3ページへ
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万一、自動車事故を起こしてしまったら、相手の方、修理工場、病院、相手の方
の保険会社などとの様々なやりとりが必要です。これらの手続きを一本化して解
決までの流れをスムーズにするため、経験豊富な専任担当者が対応させていただきます。

実際にこのような事故が発生しています。

事故対応の専門家が一括して担当いたします。

ご契約のお車が電気・ハイブリッド車
の場合は1,200円割引となります。
※ご契約のお車の初度登録年月または初度検査年月
から補償開始月までの経過月数が13か月以内で、自
家用乗用車（普通・小型・軽四輪）の場合に適用します。

※お車を主に使用される方が21歳以上の場合に適用
します。

バイクと衝突！ 相手に後遺障害が…
信号のない交差点で原付バイクと
衝突。バイクの主婦（34歳）がケガ
をして、重度の後遺障害が残った。

■内訳
　　 ● 治療関係費 　 約1,653万円
　　 ● 逸失利益 　　 約7,000万円
　　 ● 慰謝料 　　　 約3,353万円
　　 ● 過失相殺 　 ▲約2,181万円

　　 ●休業損害 　　　 約190万円
　　 ●介護費関連 　 約9,310万円
　　 ● その他 　　　　 約304万円

踏切で脱輪！ 電車と衝突
踏切内で脱輪し、電車と衝突。その
まま電車が脱線し、近くの家屋に
衝突した。

■内訳
　　 ● 電車車両復旧費 　 　　　　　　　　　　　　  約8,728万円
　　 ● 線路・電気設備復旧費 　　 　　　　　　　　　約1,727万円
　　 ● 家屋復旧費 　　　 　　　　　　　　　　　　  約1,581万円

賠償額 約1億9,629万円 賠償額 約1億2,036万円

1,200円割引
電気・ハイブリッド車

お申込み時に保険証券を不要とした
場合、600円割引となります。
ご契約内容はWebサイトのお客様専
用マイページからご確認いただけます。

600円割引
「証券不要」で

お車を主に使用される方がゴールド
免許の場合にも、もちろん割引を用意
しています。

もちろん割引！
ゴールド免許なら

自動車事故の相手の方への賠償はもちろんのこと、ひき逃げや無保険車との事故に
も万全の備えをしておく必要があります。そこで、「おとなの自動車保険」では、安心の
カーライフをご提供するために「対人賠償」「対物賠償」「無保険車傷害」は補償限度額を“無制限”としました。

事故の際はまずご連絡を。24時間365日受付します。
事故の際にはまずご連絡をお願いします。土・日・祝日を問わず事故の初期対応にあたります。1983年の営業開始以来、約
30年の間に積み上げてきた当社の事故解決の実績と、損保ジャパンの全国200拠点以上のサービスセンターが連携した事
故対応サービスにより、快適なカーライフをサポートいたします。

3

インターネットでのご契約のお手続きはシ
ンプルで簡単な操作です。とはいえ、お客様
ご自身でパソコンを操作していただくので、
少なからずお手を煩わせてしまうのも事実。
そこで業界最高水準（10,000円）の割引を
ご用意しました。

インターネットからのお申込みがおすすめです。
インターネットだけの
特別割引を適用！

さらに、エコロジーで安全運転なお客様を応援する割引を用意！

2

4

感謝のお手紙を
多数いただきました。

●初めての事で色々不安がありましたが丁寧
で迅速な対応をしていただき安心してまか
せられました。とても感謝しています。

（東京都 Aさん）

●事故を起こしてパニックになってしまい、どう
して良いか本当に困っていたところに、適切
なアドバイスをいただき助かりました。ありが
とうございました。　　　　（茨城県 Bさん）

トリプル無制限の補償でお守りします。

自動車保険証券
□□□□□□□
□□□□□□□
□□□□□□□

対人賠償で補償 対物賠償で補償

インターネットでの
お申込みなら
業界最高水準

10,000円
割引

2009 年11月～2010 年10月／
データ総件数2,141件

■「事故対応サービス」への満足度

とても満足
50.1%かなり満足

27.5%

まあ満足
16.0%

不満 6.4%

93.6%

ハイブリッド車

電気自動車

お見積り・お申込みはWebサイトからでもカンタンOK!!

万一の事故の際は専任担当者に
おまかせください。

対人賠償・対物賠償・無保険車傷害は無制限補償です。
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運転中などの事故で相手の方を死傷させた場合（対人事故）の
損害賠償に対して保険金をお支払いします。

対人賠償保険

借りたお車でも安心です。
他車運転特約
借りたお車を運転中（駐車中、停車
中を除きます。）に対人・対物事故な
どを起こした場合も補償されます。

基本補償

基本補償

無制限

運転中などの事故で相手の方のお車や家屋などに損害を与えた
場合（対物事故）の損害賠償に対して保険金をお支払いします。

対物賠償保険

基本補償

基本補償

基本補償 オプション

対物賠償をさらに充実
対物全損時修理差額費用特約
対物賠償保険では相手の方のお車の時価額までがお支払いの限度額となるため、
相手の方のお車が古い場合などで、修理費用が時価額を超え、対物賠償の保険金
だけでは修理できないケースもあります。お客様が差額を負担せざるをえない場
合に、差額分にお客様の責任割合を乗じた保険金をお支払いします。（50万円限度）

ご契約のお車が事故により損害を被ったり、盗難にあった場合に保険
金をお支払いします。

車両保険

必要な補償をピッタリ選べます。
車両保険で補償される事故を細分化し、お客様の事
情に合わせた補償を選ぶことができるようになりました。

オプション

自己負担額も選べます。
自己負担額（免責金額）は次の4つの
パターンからお選びいただけます。

自動車事故によりご契約のお車に搭乗中の方
が死傷された場合に、あらかじめ定められた
額をお支払いします。

搭乗者傷害特約

他の車との事故で、死亡または後遺障害を負い、相手から十分な補償が受けられない場
合、保険金をお支払いします。

無保険車傷害特約

2つのタイプから選べます。

こんな補償が選べます。

車との衝突 盗難 単独事故

車庫での水災火災 台風 いたずら

当て逃げ

事故回数 1回目 2回目
以降

パターンＡ

パターンB

パターンC

パターンD

0万円

5万円

0万円

10万円

0万円

5万円

10万円

10万円

事故内容

タイプ

車内・車外ともに補償

車内のみ補償

補償の対象となる
お車の車内での

事故

左記以外のお車の
車内での事故

歩行中や
自転車搭乗中の
自動車との事故

自動車事故以外の日常生活中の事故により、お客様とご家族の方が他人をケガさせたり、他人の財物に損害を与え、
法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。相手方との交渉は専任担当者にお任せください。（注）

個人賠償責任特約 オプション

単独事故（電柱と接触、崖からの転落等）でご契約のお車に搭乗中の方が死傷し、自賠責
保険等から支払いが受けられない場合補償します。自損事故傷害特約

オプション

オプション

オプション

オプション

自動車事故にあい、損害賠償を請求する際の弁護士費用等（300万円限度）・法律相談費
用（10万円限度）を補償します。

弁護士費用特約

お客様とご家族の方が原動機付自転車（借用を含みます。）を使用中などに生じた事故（対人賠
償事故、対物賠償事故および傷害事故）について保険金をお支払いします。

ファミリーバイク特約
（人身）（自損）

衝突、接触、火災、盗難等の事故でお車内の「積載動産（衣類、カメラ、ゴルフ道具等）」に生じ
た損害を補償します。車両積載動産特約

自動車事故によりご契約のお車に搭乗中の方が死傷された
場合にお客様の責任割合（過失割合）にかかわらず、実際の
損害額（当社基準により算出した金額）を補償します。

人身傷害保険

相手の方への補償 ご自身と同乗者の補償

その他の補償

お車の補償

修理中の代車費用も補償

車両保険の対象となる事故によ
る修理中などに借りたレンタ
カー費用（1日あたり5,000円ま
での実費）を補償します。

事故時代車費用特約 オプション

100%被害事故は
ノーカウント

100％被害事故であれば車両保
険をご請求いただいても、他に
事故がなければ次年度の契約の
等級は下がりません。

車両無過失事故に関する特約

さらに補償を充実

重度の後遺障害を被り、所
定の要介護状態になった
場合に、介護支援保険金を
お支払いします。扶養者が
死傷し、19歳未満の被扶
養者がいる場合に、子育て
支援保険金をお支払いし
ます。

オプション

オプション
人身家族おもいやり特約

※「人身家族おもいやり特約」は、人身
傷害保険をセットした場合に、任意で
セットできるオプション補償です。

※人身傷害保険をセットしていない場合に、自動でセットされる基本補償です。

※人身傷害保険をセットしていない場合に、自動でセットされる基本補償です。

※盗難の場合は、ご契約のお車自体と同時に発生したときにかぎり補償の対象となり、車上あらしなどは対象外となります。

人身傷害保険をセットしていると…
死亡・後遺障害の補償は、人身傷害保険でカバーで
きますので、おケガの補償（医療保険金）のみとして、
保険料の重複感をなくした搭乗者傷害特約（医療一
時金のみ）がセットできます。

基本補償をベースに必要なオプション補償を自由に選べます。

安心の
示談交渉
サービス
付き

相手の方との示談交渉は
当社の専任担当者に
お任せください。（注）

無制限無制限

無制限無制限

無制限無制限

安心の示談交渉サービス付き

お見積り・お申込みはWebサイトからでもカンタンOK!!

基本補償

※「車両無過失事故に関する特約」は、車両保
険をセットした場合に自動的にセットされる
基本補償です。
※相手車の内容（運転者、登録番号など）が確
認できることが適用の条件となります。

※所定の限度日数があります。※一部選択できない補償の組み合わせがあります。

（注）補償の対象となる方（被保険者）に責任がない事故の場合など示談代行サービスを行えない場合があります。その場合でも相手の方との円満な事故解決に向けたご相談に応じます。
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選び方いろいろ。ニーズに合わせたあなたのプランが作れます。

43歳男性・Aさんの場合

家族をしっかり守れる
プランにしたい！

● フィット（GE8 初度登録H21年12月） ● 免許証の色：ゴールド 
● 20等級 ● 年間予定走行距離：～5,000km ● 使用目的：日常・レ
ジャー ● 主な使用地：東京都 ● 前年カウント事故：なし ● 運転者
の範囲：子供補償（20歳以上補償） ● 補償開始日：2011年3月1日

車は週末の家族とのドライブや、妻の買い物に使っている。
上の子どもが中学生になって塾やクラブ活動で行動範囲が一気に広くなった。
外出先で自動車事故にあわないか心配。

32,230円年間保険料

■インターネット割引
■証券不要割引
■ゴールド免許割引

お見積り・お申込みはWebサイトからでもカンタンOK!!

ポ イ ン ト

人身傷害をうまくご活用されて
お子様の交通事故用の補償にさ
れているのは、とても良い方法で
す。車外も補償するタイプの人身
傷害なら歩行中などの自動車と
の事故にも役立ちます。

ご主人 奥 様 お子様（14歳）

ご主人 奥 様 お子様（10歳）

お子様（11歳）

対人賠償 対物賠償 無保険車傷害

自損事故 無保険車傷害

車両保険

無制限

人身傷害で
補償 （無制限）

人身傷害で
補償

人身傷害 搭乗者傷害

5,000万円
（車内・車外）

医療一時金
のみ

一般
保険金額  　130万円
自己負担額 　10万円（定額）

ロード
アシスタンス

弁護士
費用

45歳男性・Bさんの場合

えらべる補償を使いこなして
自分の保険をカスタマイズしたい！

免許を取ってから今まで無事故。運転にちょっと自信あり。
最近、エコカーを購入。その際に会員制ロードサービスに加入した。
自宅が高台にあるので、自宅車庫での水災はないと思う。

26,110円年間保険料

■インターネット割引
■証券不要割引
■ゴールド免許割引
■新車割引
■電気・ハイブリッド車割引

ポ イ ン ト

会員制ロードサービスに加入し
ているのでロードアシスタンス
を外すなど、必要な補償を選んで
組み立てられるのも「おとなの自
動車保険」の魅力のひとつです。

対人賠償 対物賠償 無保険車傷害

車両保険

無制限

人身傷害

5,000万円
（車内・車外）

車対車+A（水災対象外）
保険金額  　230万円
自己負担額 なし（0円）

個人賠償
責任

ご主人 奥 様 お子様（20歳） お子様（17歳）

52歳女性・Cさんの場合

免許取り立ての子どもにも
安心して運転させたい！

52,390円年間保険料

■インターネット割引
■証券不要割引
■ゴールド免許割引
■新車割引

ポ イ ン ト

お子様（長女）のことを考慮され
たプランですね。それでも主に使
用されるのは奥様ですので奥様
のご年齢、等級に基づいた保険料
にすることができました。

対人賠償 対物賠償 無保険車傷害

自損事故 無保険車傷害

車両保険

無制限

人身傷害で
補償 （無制限）

人身傷害で
補償

人身傷害 搭乗者傷害

5,000万円
（車内のみ）

医療一時金
のみ

一般
保険金額  　140万円
自己負担額 　0-10万円

ロード
アシスタンス

弁護士
費用

ご主人 奥 様
29歳男性・Dさんの場合

必要な補償だけを選んで
保険料を抑えたい！

48,480円年間保険料

■インターネット割引
■証券不要割引

ポ イ ン ト

車両保険を外すことで、保険料を
抑えることができます。節約した
分の保険料で自転車での賠償事
故や行楽先での車両トラブルな
どの必要な補償を付けることが
できました。

対人賠償 対物賠償 無保険車傷害

自損事故 無保険車傷害

個人賠償
責任

無制限

人身傷害で
補償 （無制限）

人身傷害で
補償

人身傷害

3,000万円
（車内のみ）

自損事故 無保険車傷害

人身傷害で
補償 （無制限）

人身傷害で
補償

これまでは私が買い物に使う程度だった。
20歳の子どもが、最近免許を取って運転するようになった。まだ慣れていないので心配。
子どもが友達と遊びに行く時の事故が心配。同乗者のケガの補償は厚くしておきたい。

ロード
アシスタンス

車の運転は週末がほとんど。
夏はサーフィン、冬はスノーボードを夫婦で楽しんでいる。
趣味にもお金をかけたいので、保険料は抑えたい。

● MPV（LW3W 初度登録H18年1月） ● 免許証の色：ゴールド 
● 17等級 ● 年間予定走行距離：～5,000km ● 使用目的：日常・
レジャー ● 主な使用地：神奈川県 ● 前年カウント事故：なし 
● 運転者の範囲：本人配偶者限定 ● 補償開始日：2011年3月1日

●プリウス（NHW20 初度登録H22年4月） ● 免許証の色：ゴー
ルド ●17等級 ● 年間予定走行距離：～5,000km ● 使用目的：日
常・レジャー ● 主な使用地：神奈川県 ● 前年カウント事故：なし
● 運転者の範囲：本人配偶者限定 ● 補償開始日：2011年3月1日

● ウィングロード（Y12 初度登録H18年8月） ● 免許証の色：
ブルー ●6S等級 ● 年間予定走行距離：～5,000km ● 使用目
的：日常・レジャー ● 主な使用地：東京都 ● 前年カウント事故：なし 
● 運転者の範囲：本人配偶者限定 ● 補償開始日：2011年3月1日
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保険金額 　140万円
免責　　   0-10万円

会員制ロードサービスに
加入していない方に
特におすすめ！

「ロードアシスタンス」のご紹介
「ロードアシスタンス」の補償を受けるには「ロードアシスタンス特約」のセットが必要です。

事故以外のお車の
トラブルでもOK!

これまでの「ロードサービス」から
お客様が任意でセットできる
「ロードアシスタンス」に

応急処置ができない場合に、も
よりの修理工場等までレッカー
によるけん引を行います。
（1事故15万円限度※1）

ご契約のお車が事故、故障、トラブルにより自力走行不能となった場合
に、現場に急行し、30分程度で完了する応急処置を行います。
（1事故15万円限度※1）

ガス欠時の給油サービス

最大10ℓまで無料

燃料切れにより走行不能となった場
合に燃料をお届けします。
※ご利用は1年間に1回のみです。

スペアタイヤ
交換

● 各種灯火類のバルブ、ヒューズの取替え　● 冷却水補充作業※2

各種オイル漏れ
点検、補充作業※2等

ボルトの
締付け

バッテリー上がり時のジャンピング
   ケーブルをつないでエンジンを
スタートさせること（ （
カギの開錠
　国産・輸入車の
一般シリンダーキーの開錠（ （ 脱輪引上げ

レッカーけん引

法律・健康相談サービス

弁護士、看護師、保健師
等が対応

お電話により、日常生活の身近なトラ
ブルによる法律相談や、「心」と「体」
のお悩みについて健康相談を専門
家が承ります。（予約制）

宿泊・移動費用

「レッカーけん引」のお支払い対象
となる事故が発生した場合に、現場
付近のホテルなどの宿泊施設の宿泊
費用（1名1万円限度）や、他の交通機
関でお住まいや宿泊施設などに移動
するための移動費用（1名2万円限度）
をお支払いします。

30分程度の応急処置 レッカーけん引

※1 1回のトラブルにつき、「レッカーけん引」と「30分程度の応急処置」にかかった作業費用を合算した限度額です。
※2  補充作業費用が補償の対象となります。（冷却水、各種オイル等の消耗品代はお客様のご負担となります。）

最大15万円※1だと…
大手会員制ロードサービス業
者の約180kmのレッカーけ
ん引費用に相当します（基本
料金と作業代金（1時間程度）
を含みます）。

最大15万円※1だから
こんな応急処置もOK

1m超の
脱輪引き上げ

特殊な
クレーン作業

オプション

年間約1,800円

お見積り・お申込みはWebサイトからでもカンタンOK!!

検 索おとなの自動車保険

「おとなの自動車保険」はインターネットでご契約のお申込みがカンタンに行えます。

インターネットでのご契約の手順

「おとなの自動車保険」トップページ

ログインページでユーザーIDと
パスワードを入力いただくと、
お見積り条件の入力が
省略できます。

申し込むプランを
おえらびください。

画面内容や操作手順に分からない点がありましたら、お気
軽にお客様サポートセンターまでお問い合わせください。

※操作手順、画面内容は予告なく変更させていただく場合があります。

http://www.ins-saison.co.jp/otona/

お車の情報や
主に使用される方などの
お見積り条件の入力

試算結果へ

お見積り内容の
表示へ

初めての方 すでに見積りをされ、
ユーザIDをお持ちの方

お問い合わせはお客様サポートセンターまで

お客様サポートセンター

0120-163-028
営業時間／9：00～17：30（土・日・祝日も営業 年末年始を除く）

お問い合わせいただいた場合でも、お申込み手続きをインターネットで
行っていただいた場合は「インターネット割引」の適用対象となります。

ご加入プランを選択して
お申込み手続きへ

インターネットでの
お申込みなら

業界最高水準

10,000円
割引


