
新しく自動車保険をお考えの皆さまへ

ＪＦＥライフ株式会社 

※商品イメージは実際と異なる場合がございます。 
※都合により、商品内容が変更になる場合がございます。

JFEグループ「団体扱自動車保険」JFEグループ「団体扱自動車保険」

お得な自動車保険のお見積りは無料です！ お申込は裏面へ！

キャンペーンキャンペーン
ご利用ありがとうご利用ありがとう
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JFEグループ
団体扱自動車保険の
　　　　ポイント

ご自身の等級割引+25％団体割引ご自身の等級割引+25％団体割引ご自身の等級割引+25％団体割引

同居のご家族の
お車やバイクも

割引対象です！
同居のご家族の
お車やバイクも

割引対象です！

同居のご家族の
お車やバイクも

割引対象です！
保険料の

お支払いが簡単です！
保険料の

お支払いが簡単です！
保険料の

お支払いが簡単です！ 切り替えも簡単です！切り替えも簡単です！切り替えも簡単です！

現在ご自身がお持ちの等級割引から
さらに25％割引適用されます！
より加入者が増え、みんなで安全運転を徹底するほど、
割引率でグッとお得に更新できます！

最大63％OFF
無事故による割引
（保険会社ごと）

最大63％OFF
無事故による割引
（保険会社ごと）

一律25％OFF
JFEグループ団体割引

さらに

ご家族のお車 ご自身のお車 バイク

JFEグループの
皆さまだけが
使える割引です！

JFEグループ社員・OBの皆さまへ

ご契約キャンペーン期間 　Ⅰ期  : 2020年４月１日～2020年9月30日始期分
 　　　　　　     　 Ⅱ期  : 2020年10月１日～2021年3月31日始期分

見積キャンペーン期間 　 2020年４月１日～2021年3月31日
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●保険料は給与控除となります
●退職者・OBの方は口座振替
となります

●他代理店や共済からの切り替えが
いつでも可能です
現在の等級は継承されます！

サーティワン アイスクリーム
500円ギフト券

Starbucks Coffee Japan
ドリンクチケット（500円）

ミスタードーナツ ギフトチケット
（500円）

ハーゲンダッツ 4種いずれか1つ
※お持ち帰り限定

お見積りを申込いただいた方に
感謝を込めて、全員に選べるギフトをプレゼント！

お見積りを申込いただいた方に
感謝を込めて、全員に選べるギフトをプレゼント！

新規ご契約いただいた方から、抽選で合計360名様に
下記賞品をプレゼント！

新規ご契約いただいた方から、抽選で合計360名様に
下記賞品をプレゼント！

有効期限：発行日から6ヶ月有効期限：発行日から6ヶ月 有効期限：発行日から1ヶ月後の月末

有効期限：発行日から4ヶ月後の月末 有効期限：発行日から4ヶ月後の月末

グルメギフト券
（10,000円相当）
グルメギフト券
（10,000円相当）

40名さま（各期20名）40名さま（各期20名） 200名さま（各期100名）200名さま（各期100名）

さらに

エコ作ギフト券
（3,000円相当）
エコ作ギフト券
（3,000円相当）

※当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。（2020年11月・2021年5月）

ディズニーペア
ギフトパスポート
ディズニーペア
ギフトパスポート

Ticket TicketTicketTicket TicketTicket

ユニバーサルスタジオジャパン
ペアチケット

ユニバーサルスタジオジャパン
ペアチケット

60組（120名）さま
（各期30組）

60組（120名）さま
（各期30組）

60組（120名）さま（各期30組）60組（120名）さま（各期30組）

有効期限：発行日から1年間
有効期限：有効期間開始日より1年間。
有効期間終了日が休業日にあたる場合は、
その直前の営業日。
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東京海上日動火災保険株式会社　　損害保険ジャパン日本興亜株式会社※　　三井住友海上火災保険株式会社〈引受保険会社〉
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フリガナ フリガナ
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知多保険グループ
〒475-8611 愛知県半田市川崎町1-1
JFEスチール（株）知多製造所内 別館ビル3階

0120-365-980R 0569-24-2898FAX

東京保険グループ
〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4
JFE蔵前ビル7階

0120-202-750R 03-3864-5319FAX

倉敷保険グループ（構内）
〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1
JFEスチール（株）西日本製鉄所（倉敷地区）内JFE物流ビル1階

0120-460-365R 086-447-4409FAX

阪神保険グループ
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20
堂島アバンザ10階

0120-771-337R 06-6342-0684FAX

津保険グループ
〒514-0301 三重県津市雲出鋼管町1
社員クラブ1階

0120-055-874R 059-246-3732FAX

京浜・エンジ保険グループ
〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1
JFE鶴見ベイプラザ１階　

0120-703-044R 045-503-5330FAX

福山保険グループ
〒721-0931 広島県福山市鋼管町1
JFEスチール（株）西日本製鉄所（福山地区） 管理センター別館1階

0120-237-816R 084-943-2103FAX

名古屋 ・ 相談コーナー
〒450-6427 名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング27階

052-559-4380 0569-24-2898TEL FAX

千葉保険グループ
〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1
JFEスチール（株）東日本製鉄所（千葉地区）内本館1階

0120-215-480R 043-262-4204FAX

倉敷保険グループ（鶴の浦店）
〒712-8007 岡山県倉敷市鶴の浦1-5-5

086-440-4411 086-444-9117FAX

JFEライフ営業拠点（取扱代理店） お近くのJFEライフで受付けています。
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意
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●記名被保険者とお車の所有者
ご契約者、その配偶者、契約者またはその配偶
者の同居のご親族ならびに別居の扶養親族いず
れかの方になります。現在ご契約のノンフリート
等級・事故有係数適用期間は引き継がれます。
ただし、一部共済を除きます。

●団体扱の対象となる方
ご契約者はJFEグループの従業員の方（JFEグループ
に勤務し毎月給与の支払いを受けている方）および退
職者のうち一定の条件を満たす方となります。対象と
なるグループ会社および団体扱特約失効時の取扱い
等については、各窓口までお問い合わせください。

●割引率について
JFEグループの団体扱割引の割増引は、団体扱自
動車保険のご契約台数、損害率により毎年算出さ
れ、変動する場合があります。団体扱割引25％は
2020年4月1日～2021年3月31日までに始期日
を有するご契約に適用されます。

【個人情報の取り扱いについて】
JFEライフ保険事業部門は、お客さまから提供いただいた個人情報を、損害保険や生命保険の契約管理、保全およびこれらに付帯・関連するサービ
スの提供等の業務の遂行に必要な範囲で利用します。なお、詳細につきましてはJFEグループ保険のホームページ（https://www.jfe-life.co.jp/）を
ご覧いただくか、各営業窓口までお問い合わせください。

キャンペーンキャンペーンご利用ありがとうご利用ありがとう
JFEグループ「団体扱自動車保険」JFEグループ「団体扱自動車保険」
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2020年度
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＊このチラシは、団体扱自動車保険の概要について説明したものです。ご契約にあたっては必ず各社商品パンフレットおよび「重要事項等説明書  契約概要のご説明・注意
喚起情報のご説明」などをご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（約款）」をご用意しておりますので、取扱募集代理店または引受保険会社までご請求くださ
い。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

お申込方法
このお申込用紙と、現在ご加入されている自動車保険証券※のコピーをFAX、
社内メール、郵送にてお送りいただくか、お近くのJFEライフ保険窓口まで
お持ちください。

お見積りをご希望の方は下記必要事項をご記入ください。

※お車の情報
（型式、初度登録年月）

が必要です。

□ディズニーペアギフトパスポート  □ユニバーサルスタジオジャパンペアチケット
□グルメギフト券（10,000円分相当） □エコ作ギフト券（3,000円相当）

新規ご契約キャンペーンご希望賞品（第1希望）に
チェックしてください。

※損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、関係当局の認可等を前提として、2020年4月1日に商号を変更し、「損害保険ジャパン株式会社」になります。

本店営業第一部営業第三課
TEL:03-3213-4198

企画営業第六部 第三課
TEL:03-3231-4200

総合営業第五部 第三課
TEL:03-3259-3187


