
個人用自動車保険

3年長期分割払では万が一事故があっても、保険期間中の等級ダウンによる保険料アップはありません。
毎年の継続手続きは不要です！

なが～く“安心できる”
自動車保険をお届けします。

お客さまが

オートバックスは損保ジャパン日本興亜の自動車保険を取り扱っています！

年 長 期 分 割 払オートバックスが
おすすめする 3

ご契約2年度目に事故（3等級ダウン事故）にあわれた場合の保険料例

でお見積りをさせてください！ででオートバックスまず
は

右記3点を
ご持参
ください!

自動車検査証①現在ご加入の
　自動車保険証券
　または保険契約
　継続証

②車検証 ③運転免許証
運
転
免
許
証

平成00年00月00日まで有効

1年ごとのご契約だと…

3年間の保険料総額

176,990円

THE クルマの保険
長期分割払自動車保険なら！

3年間の保険料総額

153,240円

23,750円円
お得！！

差額



※上記にご記入いただいた事項は、保険商品や保険に関する各種ご案内に利用させていただきます。なお、ご案内を作成するために必要な範囲内で、ご記入いただい
た事項を、当社と取引のある保険会社に提供することがありますので、ご同意の上ご記入ください。

●お車や現在ご加入の自動車保険について車検証もしくは保険証券にてご確認ください。
　ご記入いただけましたら、当店のスタッフにお渡しください。

●よろしければお車のご利用状況等についてご記入ください。　あてはまる項目に○をつけてください。
利用目的 免許証の色

平成　　  年　　  月　　  日 車両保険加入

このお車を運転される
同居のご家族の内、
一番お若い方の年齢 才

等級

年 月昭　和 平　成

車　名メーカー 型　式

グリーン ブルー ゴールドレジャー 通勤/通学 業　務

有 無

お問合せ先（取扱代理店）

共同取扱代理店

株式会社オートバックスセブン
〒135-8717 東京都江東区豊洲5-6-52

NBF豊洲キャナルフロント

引受保険会社

お車の情報

初度登録年月 ご契約の保険会社名

ご契約の等級

会 員 番 号登録ナンバー

満 期 日

（SJNK14-09117  2014.9.29）（14090570）402957 -0200

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1

アンケートへのご記入をお願いいたします。

オートバックスでぜひ自動車保険のお見積りをさせてください。
お客様に最適なご提案を約束させていただきます！！

【ご契約条件】 保険種類 ： THE クルマの保険（個人用自動車保険） ／ 車名 ： ワゴンR（MH23S） ／ 用途車種 ： 自家用軽四輪乗用車 ／ 保険期間 ： 平成26年7月1日～3年間 ／使用目的 ： 日常・レジャー ／ 払込
方法 ： 年払 ／ 初年度登録年月 ： 平成21年1月 ／ 弁護士費用特約、対物全損時修理差額費用特約 ／ 年齢条件 ： 35歳以上補償 ／ 記名被保険者始期時年齢 ： 36歳 ／ 免許証の色 ： ゴールド ／ 
（初年度）17等級 ／ 事故有係数適用期間 ： 0年 ／ 対人・対物 ： 無制限、人身傷害 ： 3,000万円／ 車両保険（一般条件・自己負担額5－10万円） ： 初年度115万円、2年目105万円、3年目90万円

（注1）保険期間満了後（次回継続時）は保険期間年数・保険期間中の事故件数に応じた等級により保険料を計算します。
（注2）同一保険年度に事故が2回以上発生した場合など、保険期間満了後（次回継続時）の適用等級が1年契約を継続したときと異なることもあります。
（注3）ご契約時の等級など、ご契約条件によっては長期分割払の方が保険料が高くなる場合もあります。

1年ごとのご契約だと… THE クルマの保険長期分割払自動車保険なら！

17等級

年間保険料
51,880円

事故有係数
適用期間0年

18等級

年間保険料
49,750円

事故有係数
適用期間0年

15等級

年間保険料
75,360円

事故有係数
適用期間3年

16等級
事故有係数
適用期間2年

契約
手続 1年目 2年目 3年目

継続
手続

継続
手続

継続
手続

年間保険料
51,880円

年間保険料
51,220円

年間保険料
50,140円

16等級
事故有係数
適用期間2年

契約
手続 1年目 2年目 3年目

継続
手続

手続
不要

手続
不要

17等級
事故有係数適用期間0年

等級ダウンによる
保険料アップはありません。

事故！！

事故！！

3年間の保険料総額 3年間の保険料総額176,990円 153,240円

ご
契
約
2
年
度
目
で

事
故
が
あ
っ
た
場
合

メ
リ
ッ
ト

●ご契約期間中は事故や保険料改定があっても、保険料アップがありません！
保険年度ごとに保険料の計算を行います（保険年度ごとに保険料は異なります。）。ご契約期間中は、事故や保険料改定などがあっても、
ご契約時に定めた保険年度ごとの保険料は変わりません。

●1年ごとの継続手続きは不要!
ご契約期間中の継続手続きは不要です。

このチラシは概要を説明したものです。内容につきましては取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」は、損保ジャパンと日本興亜損保が
2014年9月1日に合併して誕生した会社です。
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