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 おとなの⾃動⾞保険 プレゼン
トキャンペーン

 セゾン⾃動⾞⽕災保険 ご家
族・お友達ご紹介キャンペー
ン

4⽉1⽇（⽊）〜7⽉31⽇（⼟）までの 
下記キャンペーンは終了しました。

セゾン⾃動⾞⽕災保険の公式サイトで⾃動⾞保険を新規ご契約された⽅に限りま
す。

※保険会社のお申込サイトに遷移いたします。お客さまのご意向と同じであれば上記ボタンを押してください。

2021年4⽉1⽇（⽊）〜2021年7⽉31⽇（⼟）

おとなの⾃動⾞保険の新規ご契約で選べるグルメギフト(1,500円相当)をプレゼント︕
【選べるグルメギフトとは…】
5種類の中からお好きなグルメ商品をお選びいただけるデジタルギフトです。 
現在お選びいただけるグルメ商品につきましては、下記をご確認ください。 
https://www.giftcardmallexchange.com/user/giftcard/276
選べるグルメギフトをお受け取りいただく際のメールのご案内にしたがって、景品交換専⽤
のWebサイトからお⼿続きください。
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【NTTイフ】dアカウントがあればどなたでも参加OK! 主催︓NTTイフ 「イーデザイ
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契約内容の変更 ロードサービス・事故のご連絡 無料︕保険料を⽐べる

おとなの⾃動⾞保険 新規ご契約で選べるグルメギフト（1,500円相当）をもれなくプレゼント︕

おとなの⾃動⾞保険 新規ご契約で選べるグルメギフト（1,500
円相当）をもれなくプレゼント︕

おとなの⾃動⾞保険 ⾒積もり・申込み
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キャンペーン期間

本キャンペーンについて

取扱保険会社（任意保険）  おすすめ⼈気ランキング  キャンペーン・プレゼント  契約者特典サービス  ⾃動⾞保険選びのアドバイス 
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 おとなの⾃動⾞保険 契約者の
⼝コミ 2019年度

 おとなの⾃動⾞保険 契約者の
⼝コミ 2018年度

 おとなの⾃動⾞保険 
【⼈気⾞種別 】瞬間︕⽐較⾒積

 おとなの⾃動⾞保険 
【外⾞⾞種別】瞬間︕⽐較⾒積

NTTイフ カスタマーセンター

 customer@nttif.co.jp
頂いたご相談への回答は、内容な
どによっては翌営業⽇以降のご連
絡となる場合がございます。

有効期限は、発⾏⽇（選べるグルメギフトのメール受信⽇）より6ヶ⽉です。
詳細は、選べるグルメギフトをお受け取りいただく際のメールをご確認ください。

セゾン⾃動⾞⽕災保険の公式サイト経由時、もしくはお電話時にて受付番号をお申し出の
上、新規に「おとなの⾃動⾞保険」をご契約されること。
前契約が「セゾン⾃動⾞⽕災保険」以外の保険会社であること。
年間保険料が10,000円以上であること。

選べるグルメギフトは、ご契約をいただいた⽉の翌々⽉末頃までに、ご契約時の登録メールアドレ
ス宛てにメールで送信いたします。 
ドメイン指定受信または迷惑メールの設定をされている場合、vdg-sonpo@vdg.vdpro.jpからの
メールを受信できるように設定してください。  
※ご契約が正常な状態で成⽴している場合に限ります。

当サイトを経由しないでご契約された場合、またお電話にて受付コードのお申し出のなかっ
た場合は、当キャンペーンの対象とはなりません。
キャンペーン景品の交換・換⾦・返品等はできません。
当キャンペーンは予告なく変更・中⽌する場合がございます。
他のプレゼントキャンペーンとの併⽤はできません。
景品のお届け先は、原則としてご契約時に登録されたごメールアドレスに限らせていただき
ます。
万が⼀、不正な⾏為があった場合は、景品お受け取りの権利を取り消させていただく場合が
ございます。
本キャンペーンに関するお問い合わせにつきましては、お受けいたしかねます。
本キャンペーンは、株式会社エヌ・ティ・ティ・イフが主催いたします。
お客さまのご住所・ご連絡先が不明、お客さまが不在、メールアドレスの誤り等の理由によ
り、配達・ご連絡、メールが受信ができない場合は、賞品お受け取りの権利が無効となる場
合があります。その場合に⽣じるいかなる損害についてもNTTイフは補償いたしません。

お預かりした個⼈情報につきましては、ＮＴＴイフの保険募集業務のほか、賞品の抽選・発送及び
発送先確認にのみ使⽤いたします。
お客様の個⼈情報をお客様の同意なしに保険会社および業務委託先以外の第三者に開⽰・提供する
ことはございません（法令等により開⽰を求められた場合を除く）。お客様の個⼈情報はＮＴＴイ
フにて管理させていただきます。

このサイトは「おとなの⾃動⾞保険（正式名︓セゾン⾃動⾞保険）」の概要を説明したものです。詳しくは、普通保険約款・特約集、
重要事項等説明書等をご確認ください。 
取扱代理店は引受保険会社の保険契約締結の媒介を⾏うもので、保険契約締結の代理権・保険料領収権および告知受領権はありませ
ん。保険契約の締結に際しましては、お客さまご⾃⾝が引受保険会社に保険契約のお申込みを⾏っていただきますようお願い致しま
す。

取扱代理店 株式会社エヌ・ティ・ティ・イフ 
〒103-0013 東京都中央区⽇本橋⼈形町2-14-10 アーバンネット⽇本橋ビル 3F 
引受保険会社 セゾン⾃動⾞⽕災保険株式会社 
〒170-6068 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60

    

NTTイフの 
⾃動⾞保険利⽤規約の確認
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景品のお届け時期

応募に関する注意事項

個⼈情報の取扱い

 アクサダイレクト

 おとなの⾃動⾞保険

 SBI損保

 三井ダイレクト損保

 ソニー損保

 東京海上⽇動

取り扱い保険会社

 おすすめ⼈気ランキング

 キャンペーン・プレゼント

 ご家族・お友達ご紹介キャンペー
ン

 契約者特典サービス

 ご契約者さまの声

おすすめコンテンツ

 初めて⾃動⾞保険に⼊る⽅

 現在の契約が満期切れの⽅

 ⾃動⾞保険料を安くしたい⽅

 前年に事故があった⽅

 セカンドカーで契約したい⽅

 現在の契約が共済の⽅

状況から探す

⾃動⾞保険

⾃動⾞保険(法⼈・フリート)

バイク保険

バイク保険(⾃賠責)

取り扱い保険種⽬
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 損保ジャパン

 チューリッヒ

 あいおいニッセイ同和損保

 イーデザイン損保

 FPによる⾃動⾞保険コラム  法⼈契約をしたい⽅

 マイカーをお持ちでない⽅

バイク保険(⾞両・盗難保険)

バイク保険(法⼈・フリート)

ペット保険

海外旅⾏保険

⽕災保険

ゴルファー保険

⾃転⾞保険

節約・ライフプラン
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