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NTTグループの皆さまへ

団体扱自動車保険

あんしん太助のおすすめPOINT

まずは、あんしん太助のお見積りをしてみませんか？

本冊子は、あんしん太助(総合自動車保険)の概要を記載したものです。適用できる割引や特約等には一定の条件がある場合があります。なお、ご契約にあたっては、必ず「パンフ
レット兼重要事項説明書」をよくお読みください。また、免責事項やお支払いする保険金の詳しい事項につきましては、「ご契約のしおり(約款)」をご用意しておりますので、きら
ら保険サービス(株)までご請求ください。

【個人情報の取り扱いに関するご案内】いただいた個人情報は、当社が委託を受けている保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理を行うために利用させていただ
きます。その他、当社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(http://www.ki-ra-ra.jp/)の「個人情報保護方針」をご覧いただきますようお願い申し上げます。
【個人情報に関するお問い合わせ窓口】きらら保険サービス株式会社経営企画部 e-mail :privacy@ki-ra-ra.jp｠

きらら保険のホームページへアクセスしてください。｠

35%割引 保険会社ごとの事故歴に応じた割増引等級

最大63％適用からさらに35％割引
OP
EN

お客様コンタクトセンタ
 (新規受付専用)｠

平日 午前9:00～午後4:00
(土・日・祝日はお休みさせていただきます)

受付
時間0120-104-646

①契約者  ②契約者の配偶者  ③契約者またはその配偶者の同居の親族
④契約者またはその配偶者の別居の扶養親族｠

3 車両所有者の範囲

対象となるお車の用途・車種は下記の通りとなります。

①自家用普通乗用車　②自家用小型乗用車　③自家用軽四輪乗用車 
④自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)　⑤自家用普通
貨物車(最大積載量0.5トン以下)　⑥自家用小型貨物車　⑦自家用軽
四輪貨物車　⑧特種用途自動車(キャンピング車)　⑨二輪自動車※3　
⑩原動機付自転車※3

4 対象自動車

●日本電信電話(株) およびその系列会社※１の在職者で、毎月給与の
支払いを受け、かつ一般社団法人電気通信共済会で保険料の給与
控除可能な方｠
●日本電信電話(株)およびその系列会社の退職者※２
※１系列会社とは、日本電信電話(株)の子会社および関連会社を指し

ます
※２退職者とは、日本電信電話(株)およびその系列会社に10年以上

勤務された方、または、退職時に在職者として「あんしん太助」に契
約されていた方を指します｠
(勤務10年未満の方は一度脱退されると再契約ができませんので
ご注意ください)｠

●【2記名被保険者】あるいは【3車両所有者】が、契約者
または配偶者の別居の扶養外親族の場合、団体扱で
はご契約いただけません。

●記名被保険者の別居の扶養親族・扶養外親族への等
級継承はできません。｠

※ お車の用途・車種の区分は、自動車検査証等に記載の「用途」「自動
車の種別」と異なり、原則として登録番号標または、車両番号標の
分類番号および塗色や、標識番号標に基づき東京海上日動が定
めます(このパンフレットにおいて同様とします) 

※３ご契約の保険種類はTAP(一般自動車保険)になります。パンフ
レット等は、きらら保険サービス(株)にご請求ください｠

ご契約のお車を主に運転される方

以下のいずれかに該当するご契約のお車を自由に支配・使用する
正当な権利を有する方

①自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄に記載の方(所有者)
②自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に記載の方｠｠

ご契約にあたって ご契約条件 ご契約いただくことができるのは、以下の1～4の条件すべてに該当する場合になります。｠

1 お申込人(契約者)の範囲｠

①契約者　②契約者の配偶者　③契約者またはその配偶者の同居の親族
④契約者またはその配偶者の別居の扶養親族

記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)は次のいずれかの
方で設定してください。

2 記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)の範囲

A

B

ご注意

●この保険契約は、右記の保険会社による共同保険契約であり、幹事保険会社が他の引受保険会社の代
理・代行を行います。各引受保険会社は、引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の
責任を負います。また、詳細や引受割合については、きらら保険サービス(株)までご確認ください。

東京海上日動火災保険株式会社<幹事保険会社>｠
損害保険ジャパン株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

【引受保険会社】

N-Biz Life Station
からもアクセスできます！

団体・団体扱保険

※団体扱割引率35%は、2022年11月1日から、2023年10月31日までの始期契約に適用されます。割引率は団体の損害率等により毎年見直されます。※ご契約の際は必ず「重要事項説明書」をよくお
読みください。団体扱の対象となる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や団体扱特約失効時の取り扱い、ご不明な点等につきましては、きらら保険サービス株式会社までお問い合わせくださ
い。※「あんしん太助」は東京海上日動「トータルアシスト自動車保険（総合自動車保険）」「TAP（一般自動車保険）」のNTTグループ用販売タイプのペットネームです。

保険料の払込方法・払込開始時期について
在職者 退職者

払込方法 給与控除のみ(12分割)
ご指定の金融機関からの口座振替(12分割または一時払い)
※一時払いを選択した場合は、分割払いよりさらに約5.0%割安

契約開始月の2ヵ月後の27日 (当日が土・日・祝日の場合は翌営業日)に
ご指定の口座から引き落し

※口座振替は収納代行会社株式会社ジャックス
を通じて行われ、通帳には「JCクルマ」等と
記載されます。

払込開始時期 契約開始月の
2ヵ月後の給与から控除

詳しくはきらら保険ホームページへ

ht tps://www.ki-ra-ra.jp/�
きらら保険サービス

<お問い合わせ先・取扱代理店> <引受保険会社（幹事）>

22-T03205
(2022年10月作成)

きらら保険サービス
LINE公式アカウント

NTTグループ団体扱だから 万が一の時のサポートも

「充実」「充実」

代理店は
きらら保険サービスだから

「安心」「安心」「安心」「安い」「安い」「安い」
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自動車保険自動車保険の すべてのNTTグループの皆さまへ　最高のあんしんをすべてのNTTグループの皆さまへ　最高のあんしんをのののののBest AnswerBest Answer
1 NTTグループ団体扱だから「安い」

NTTグループならではの団体扱割引率！

初めて契約する際の
事故歴に応じた
割増引等級による

保険料
事故歴に応じた
割増引等級による

保険料

保険料は
給料から自動的に控除＊
＊ 退職者の方は、口座振替となります

35％割引

3 万が一の事故対応も「充実」

相手がいる事故の発生割合は約70％＊1。交渉が難航する場合も。

東京海上日動の安心・充実の損害サービスネットワークで、全国
どこでも面談等「顔が見える」きめこまやかな対応が受けられます。

事故の対応はここで差が出る！

国内損害サービス拠点数
47都道府県・225ヶ所＊2

事故発生 事故対応

＊2  2022年4月時点

＊1 東京海上日動の2019年度事故対応実績から算出

損害サービススタッフ 約10,800名
損害調査のエキスパート　約1,500名

法律のエキスパート　　約550名
医療のエキスパート　　 約110名

どうしよう...

面談ができて
安心！

NTTグループ団体扱専用事故受付フリーダイヤル（東京海上日動）を設置し、

24時間・365日対応！ロードアシストサービスも受付可能！
NTT専用
ダイヤル設置

自動車保険は一度契約したら
終わりではなく、お客様の状
況の変化などで補償の見直し
を繰り返していくものです。
保険のプロがお客様に合わせ
た補償選びのサポートをいた
します。

2 代理店はきらら保険サービスだから「安心」
ニーズに合った最適な保険をご提案します。

在職時から退職後までカーライフをサポートします。
退職後も在職と同じ割引率で継続いただけます。

どのプランで
契約すれば
いいのかな？

専門用語が
多くて

分からない

ピッタリな
プランが
見つかった

万が一の時にお役に立てる特約のご紹介
ドライブレコーダーが特約でレンタルできます!｠
今や高性能録画は当たり前。保険会社ならではの機能を搭載したドライブレコーダーが特約でレンタルできます。｠

特徴1

特徴2

事故受付センターに自動でつながる＊1!｠
万が一の事故の際には動揺してどうしたらいいのか分からなくなるものです。
そんな時にお客様に代わって様々な手配等を行います。｠

安全運転をサポート
危険走行をキャッチしたら注意喚起をおこない、事故を未然に
防ぐサポートをします。 (機能のON/OFFの切替が可能です。)｠

胸を打ってしまい、
苦しいんです!｠

約8分後
＊2

＊1 エアバッグが作動する程度の衝撃を検知した時に自動で事故受付センターに連絡します。自動発報先は提携企業のプレミア・エイドとなります。
＊2 株式会社プレミア・エイドの実績値(6分～10分)より。到着時間は状況により異なります。｠

これまでインターネットで通販型の自動車
保険を契約していました。同僚からの紹
介で見積相談したところ、ついていると
思っていた補償がついていないことが発覚
しました。いざという時に使えない保険で
は意味がないので、保険料は少し高かった
ですが、補償も手厚く、保険のプロである 
きらら保険にいつでも相談できるあんしん
太助で契約させてもらいました。｠

これまで知り合いの代理店で加入してい
ました。
全く同じ補償内容で見積りをしたところ、
団体扱でとても安くなったので大変満足
しています。また、満期のタイミングでな
いと保険の切替はできないと思っていま
したが、保険期間途中でも切替ができる
と知り驚きました。

初めての車購入で、どこで保険にはいる
か悩んでいたところ、あんしん太助を知り
ました。保険のことが全然わからなかった
のですが、オペレーターの方がとても親切
にわかりやすく説明してくださり、スムーズ
に契約することができました。また、同居
の家族の車もあんしん太助で加入できると
聞いたので、購入の際には加入を検討した
いと思います。

東京海上日動
救急応対担当です。
事故を確認しました!
お怪我はございませんか?｠

至急、救急車を
要請しますので、
ご安心ください!｠

50代男性 60代男性 20代女性

?｠

＊ 特約保険料や機能の詳細については当社ホームページ等をご確認ください。

多くのお客様からお礼の言葉をいただいています!
あんしん太助でご契約いただいたお客様の声

同居のご家族所有のお車も
まとめてお得に！

２台以上のお車の補償開始日を合わせて、まとめてご契約
いただく場合、ノンフリート多数割引を適用できます。
(一部の特約の保険料には適用されません。)｠

ノンフリート多数割引を適用するために、現在ご加入のご契約を解約された場合、 等級および
事故有係数適用期間の決定、払込方法の変更、解約返れい金の計算等で、お客さまに不利益が
生じることがありますので、ご注意ください。割引には一定の条件があります｠

2台
お持ちなら

割引率3％

3～5台
お持ちなら

割引率4％

6台以上
お持ちなら

割引率6％
バイクにも
適用できます
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割引率6％
バイクにも
適用できます
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NTTグループの皆さまへ

団体扱自動車保険

あんしん太助のおすすめPOINT

まずは、あんしん太助のお見積りをしてみませんか？

本冊子は、あんしん太助(総合自動車保険)の概要を記載したものです。適用できる割引や特約等には一定の条件がある場合があります。なお、ご契約にあたっては、必ず「パンフ
レット兼重要事項説明書」をよくお読みください。また、免責事項やお支払いする保険金の詳しい事項につきましては、「ご契約のしおり(約款)」をご用意しておりますので、きら
ら保険サービス(株)までご請求ください。

【個人情報の取り扱いに関するご案内】いただいた個人情報は、当社が委託を受けている保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理を行うために利用させていただ
きます。その他、当社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(http://www.ki-ra-ra.jp/)の「個人情報保護方針」をご覧いただきますようお願い申し上げます。
【個人情報に関するお問い合わせ窓口】きらら保険サービス株式会社経営企画部 e-mail :privacy@ki-ra-ra.jp｠

きらら保険のホームページへアクセスしてください。｠

35%割引 保険会社ごとの事故歴に応じた割増引等級

最大63％適用からさらに35％割引
OP
EN

お客様コンタクトセンタ
 (新規受付専用)｠

平日 午前9:00～午後4:00
(土・日・祝日はお休みさせていただきます)

受付
時間0120-104-646

①契約者  ②契約者の配偶者  ③契約者またはその配偶者の同居の親族
④契約者またはその配偶者の別居の扶養親族｠

3 車両所有者の範囲

対象となるお車の用途・車種は下記の通りとなります。

①自家用普通乗用車　②自家用小型乗用車　③自家用軽四輪乗用車 
④自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)　⑤自家用普通
貨物車(最大積載量0.5トン以下)　⑥自家用小型貨物車　⑦自家用軽
四輪貨物車　⑧特種用途自動車(キャンピング車)　⑨二輪自動車※3　
⑩原動機付自転車※3

4 対象自動車

●日本電信電話(株) およびその系列会社※１の在職者で、毎月給与の
支払いを受け、かつ一般社団法人電気通信共済会で保険料の給与
控除可能な方｠
●日本電信電話(株)およびその系列会社の退職者※２
※１系列会社とは、日本電信電話(株)の子会社および関連会社を指し

ます
※２退職者とは、日本電信電話(株)およびその系列会社に10年以上

勤務された方、または、退職時に在職者として「あんしん太助」に契
約されていた方を指します｠
(勤務10年未満の方は一度脱退されると再契約ができませんので
ご注意ください)｠

●【2記名被保険者】あるいは【3車両所有者】が、契約者
または配偶者の別居の扶養外親族の場合、団体扱で
はご契約いただけません。

●記名被保険者の別居の扶養親族・扶養外親族への等
級継承はできません。｠

※ お車の用途・車種の区分は、自動車検査証等に記載の「用途」「自動
車の種別」と異なり、原則として登録番号標または、車両番号標の
分類番号および塗色や、標識番号標に基づき東京海上日動が定
めます(このパンフレットにおいて同様とします) 

※３ご契約の保険種類はTAP(一般自動車保険)になります。パンフ
レット等は、きらら保険サービス(株)にご請求ください｠

ご契約のお車を主に運転される方

以下のいずれかに該当するご契約のお車を自由に支配・使用する
正当な権利を有する方

①自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄に記載の方(所有者)
②自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に記載の方｠｠

ご契約にあたって ご契約条件 ご契約いただくことができるのは、以下の1～4の条件すべてに該当する場合になります。｠

1 お申込人(契約者)の範囲｠

①契約者　②契約者の配偶者　③契約者またはその配偶者の同居の親族
④契約者またはその配偶者の別居の扶養親族

記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)は次のいずれかの
方で設定してください。

2 記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)の範囲

A

B

ご注意

●この保険契約は、右記の保険会社による共同保険契約であり、幹事保険会社が他の引受保険会社の代
理・代行を行います。各引受保険会社は、引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の
責任を負います。また、詳細や引受割合については、きらら保険サービス(株)までご確認ください。

東京海上日動火災保険株式会社<幹事保険会社>｠
損害保険ジャパン株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

【引受保険会社】

N-Biz Life Station
からもアクセスできます！

団体・団体扱保険

※団体扱割引率35%は、2022年11月1日から、2023年10月31日までの始期契約に適用されます。割引率は団体の損害率等により毎年見直されます。※ご契約の際は必ず「重要事項説明書」をよくお
読みください。団体扱の対象となる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や団体扱特約失効時の取り扱い、ご不明な点等につきましては、きらら保険サービス株式会社までお問い合わせくださ
い。※「あんしん太助」は東京海上日動「トータルアシスト自動車保険（総合自動車保険）」「TAP（一般自動車保険）」のNTTグループ用販売タイプのペットネームです。

保険料の払込方法・払込開始時期について
在職者 退職者

払込方法 給与控除のみ(12分割)
ご指定の金融機関からの口座振替(12分割または一時払い)
※一時払いを選択した場合は、分割払いよりさらに約5.0%割安

契約開始月の2ヵ月後の27日 (当日が土・日・祝日の場合は翌営業日)に
ご指定の口座から引き落し

※口座振替は収納代行会社株式会社ジャックス
を通じて行われ、通帳には「JCクルマ」等と
記載されます。

払込開始時期 契約開始月の
2ヵ月後の給与から控除

詳しくはきらら保険ホームページへ

ht tps://www.ki-ra-ra.jp/�
きらら保険サービス

<お問い合わせ先・取扱代理店> <引受保険会社（幹事）>

22-T03205
(2022年10月作成)

きらら保険サービス
LINE公式アカウント

NTTグループ団体扱だから 万が一の時のサポートも

「充実」「充実」

代理店は
きらら保険サービスだから

「安心」「安心」「安心」「安い」「安い」「安い」

2022-036
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