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リーズナブルな保険料

「インターネット割引」をはじめ、各種割引をご用意

お客さま一人ひとりのリスクに合った保険料となるように、「過去1
年間に走った距離」に当てはまる「走行距離区分」により、合理的に
保険料を算出します。

走行距離区分は、「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」の6つの区分から
お選びいただきます。

保険料は「走った分だけ」
走行距離が短い人ほどおトクに

「新規インターネット割引」に加え、「早割」（保険開始日の45日前
までにインターネットで契約）、「証券e割」（保険証券を郵送しない）
も合わせると、最大11,000円割引でご契約いただけます。
その他、新車割引、ASV割引（自動ブレーキ割引）など各種割引を
ご用意しています。

当社で1年間事故がなかった方を対象に、
翌年の保険料を割引します。

「無事故割引」として、翌年の保険料を2%割引します。
事故がなかった方にもご納得いただける合理的でおトクな保険
料をご提供します。

新規ネット申し込みで最大11,000円割引

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

￥ ￥ ￥ ￥

15,000km

20,000km

上限の20等級の方にも「無事故割引」

無事故
割　引

等級制度による
割引・割増

イーデザイン損保なら
さらに！

新規インターネット割引

早割
（500円）

新車割引 セカンドカー
割引

ASV割引
（自動ブレーキ割引）

無事故割引 継続割引

証券e割
（500円）

10,000円

イーデザイン損保の

特長 1

（新規インターネット割引＋早割＋証券e割）

イーデザイン損保なら

インターネットで新規契約をお申し込みいただいた場合、
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イーデザイン損保なら

無料

常駐の救急科専門医・看護師がお電話で対応する「医療相談」や「医療
機関案内」、専門医・薬剤師・管理栄養士が監修する医療相談Q&Aサイ
ト「教えて! からだナビ! 」で、24時間365日サポートします。

※1　車両保険のお支払い対象となる事故の場合

ロードサービスをすべてのご契約に付帯
事故・故障などに24時間365日、
全国約9,300ヶ所から現場にかけつけます。

引取・納車・代車などのサービスが無料で
利用できます。（※1） 

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

●レッカー無料けん引距離
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」。

●燃料切れ時ガソリン配達サービス
ご契約1年目からご利用可能 ！ 無料でお届けします（保険期
間中1回に限ります）。

緊急時に医療相談ができる
メディカルコールサービス

高い技術力をもつ修理工場と提携

全国約900ヶ所の修理工場と提携。
大切なお車を修理する際は、日本全国どこでもお近くの提携修理工場
をご利用ください。

充実のサービスイーデザイン損保の

特長 2

応急対応

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

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

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

イーデザイン損保なら
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24時間365日事故受付。専任担当者が事故解決
初期対応はその日のうちに行います（※2）
ご要望に応じて、お客さまに代わって事故のお相手とお話しします。（※3）

お客さまに代わって、経験豊富な専任担当者が
示談交渉（※4）
東京海上グループの高い技術力と専門性を持ったスタッフと連携し、
全国各地を網羅するネットワークで事故解決にあたります。

セコム事故現場急行サービスを
すべてのご契約に付帯

安心の事故対応イーデザイン損保の

特長 3

※2  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。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。
※3  事故受付担当者は示談交渉を行いません。
※4  ●詳しい内容（当社がお客さまに代わって示談交渉できない場合など）は、当社ホームページをご覧ください。
　　   ●過失割合・損害額について、相手方と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。
※5  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。また、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。

24時間365日、セコムの緊急対処員がいち早く事故
現場へかけつけます（※5）
救急車の手配や警察への連絡のほか、レッカーやタクシーの手配など
を行い、お客さまをサポートします。

2019年度 当社自動車保険の事故対応アンケートより

94.3%

無料

事故対応満足度 94.3%
実際に事故対応を経験されたお客さまから高い評価をいただいています。
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補償のポイント

スムーズな事故解決のためにお役に立てる補償を
ご用意しています。
お車の事故で加害者になってしまったときはもちろん、被害者になってしまったときにもお客さまの力になれ
るよう、スムーズな事故解決を図るための補償をご用意しています。特に、実際に事故を起こしてしまう
前には気付きにくい補償をすべてのご契約につけることで、お客さまの“いざ”をお守りします。

もらい事故（お客さまに過失が全くない事故）では、保険会社がお客
さまに代わって相手方と交渉をすることができません。このようなとき
にお役に立てるよう、相手方との交渉で必要となる弁護士費用などを
補償する弁護士費用等保険をすべてのご契約につけています。

相手方との交渉で必要となる弁護士費用を補償 ！
弁護士費用等保険 自動付帯

もらい事故でも、車両保険を使うと、等級が下がって保険料が上がってしまいます。このようなときにお役に立
てるよう、事故がなかったものとして取り扱う車両無過失事故の特則を車両保険がついているすべてのご契
約につけています。

車同士のもらい事故などで車両保険を使っても無事故扱い ！
車両無過失事故の特則 車両保険をつけた場合、自動付帯

相手方のお車に時価額を超える修理費が発生した場合、その超過分については対物賠償保険で補償すること
ができません。このようなときにお役に立てるよう、対物超過修理費用特約をご用意しています。

相手方のお車の修理費が時価額を る ！きで償補もてえ超
対物超過修理費用特約 オプションでつけられます

※6  警察庁「平成30年中の交通事故の発生状況」から推計

相手方がいる
事故の3件に1件が
もらい事故（※6）
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補償のラインナップ　―その 1―

基本補償と、補償を充実させるための主な特約があります。
自動付帯以外の補償や特約は、お客さまの希望に合わせてお選びいただけます。
（注）契約条件や前契約の事故件数・事故内容などにより、補償内容を制限させていただく場合があります。

相手方への補償

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。

基本補償

主な特約

対人賠償保険 

対物賠償保険とセットでつけられる特約

自動付帯

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。

対物賠償保険

自動付帯

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。

対物超過修理費用特約

人気NO.1

お車によるケガの補償

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。

基本補償

主な特約

人身傷害保険
ご契約の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。

搭乗者傷害保険

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。

無保険車事故傷害保険

自動付帯

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。

自損事故傷害保険

人身傷害保険をつけない場合、自動付帯

人身傷害保険とセットでつけられる特約

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。

入院時諸費用特約

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。

女性のお顔手術費用特約

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。

育英費用特約



66

補償のラインナップ　―その 2―

ご自身のお車の補償

基本補償

主な特約

ご契約のお車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

車両保険とセットでつけられる特約

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。

車両無過失事故の特則

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。

車両全損時諸費用特約

人気NO.2

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。

車両新価特約

人気NO.3

車両保険をつけた場合、自動付帯

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。

事故時レンタカー費用特約
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。

車載身の回り品特約

その他の補償

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。

基本補償

主な特約

弁護士費用等保険

お客さまのご希望に合わせてつけられる特約

自動付帯

「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。

他車運転危険保険

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。

ファミリーバイク特約

自動付帯

「人気の特約」は、2017年度当社契約における付帯率の高い特約を示しています。
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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、当社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。

インターネットでのお手続きの流れ

お見積もり・お問い合わせはお電話でも

（注）条件によってはお見積もりができない場合がございます。 詳細は当社Webサイトでご確認ください。

個人情報の入力は不要
です。

お見積もり1

補償内容のカスタマイズ
も可能です。

お見積もり結果
の確認

2

ご契約者の情報やお車の
情報の詳細を入力のう
え、支払い手続きを行って
ください。

お申し込み3

最短でお申し込み翌日か
ら補償が開始されます。

補償開始4

お電話でお見積もりいただいても、インターネットで申し込むとインターネット割引が適用されます。

平日：9:30～20:00　土・日・祝日：9:30～18:00（年末年始を除く）

0120-098-035

https://www.edsp.co.jp/

インターネットからの新規お申し込みで 10,000円ネット割引

イーデザイン

(注)掲載内容は 2020年7月現在のものです。 


