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ログイン

契約内容の変更

ロードサービス・事故のご連絡

 アクサダイレクトの⾃動⾞保
険

 2年⽬以降の契約者には１ラ
ンク上のサービスを︕

 アクサダイレクトなら⾃動⾞
保険の分割払が可能です︕

 アクサダイレクトの⾃動⾞保
険 プレゼントキャンペーン

 アクサダイレクトの⾃動⾞保
険 ⼝コミ情報 ご契約者から
の評判 2020年度

8⽉1⽇（⽇）〜1⽉31⽇（⽉）までの 

下記キャンペーンは終了しました。

キャンペーン期間 2021年8⽉1⽇（⽇）〜2022年1⽉31⽇（⽉）

プレゼントキャンペーンの詳細はこちら 
※ご説明PDFに遷移いたします。

AT217047

⾃動⾞保険トップ  アクサダイレクトの⾃動⾞保険  アクサダイレクトの⾃動⾞保険 プレゼントキャンペーン

【NTTイフ】サービス利⽤規約変更のお知らせ（スクレイピング⾏為等の禁⽌）

【NTTイフ】⽕災保険・賃貸家財保険の取り扱い保険会社追加のお知らせ
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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

アクサダイレクトの⾃動⾞保険 プレゼントキャンペーン

インターネット新規ご成約ダブルキャンペーン実施中︕︕  

特典1 新規ご成約の⽅全員に「⽇清⾷品 カップヌードル デジタ
ルクーポン」を1つプレゼント︕  

特典2 新規ご成約の⽅から抽選で「ムビチケ前売券GIFT（デジ
タル映画前売券）3,000円分」をプレゼント︕

アクサダイレクト⾃動⾞保険 無料お⾒積もり・お申込み

※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。
※お⾒積もりの際は、「現在ご加⼊中の保険証券」「⾞検証」「運転免許証」をご⽤意ください。

アクサダイレクトのお⾒積もり・お申込みはこちらアクサダイレクトのお⾒積もり・お申込みはこちら

NTTイフの⾃動⾞保険 契約者サービス

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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 アクサダイレクトの⾃動⾞保
険 ⼝コミ情報 ご契約者から
の評判 2019年度

 アクサダイレクトの⾃動⾞保
険 ⼝コミ情報 ご契約者から
の評判 2018年度

 アクサダイレクトの⾃動⾞保険 
【初めての⽅】瞬間︕⽐較⾒積

 アクサダイレクトの⾃動⾞保険 
【19・20等級】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。

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 
株式会社エヌ・ティ・ティ・イフは、アクサ損害保険株式会社の保険取扱代理店であり、保険契約締結の媒介を⾏います。保険契約締
結の代理権および告知受領権は有しておりません。 
このページは「アクサダイレクト総合⾃動⾞保険」の概要を説明したものです。お申込みに際しては、重要事項説明書などを必ずご確
認ください。

引受保険会社 アクサ損害保険株式会社 
〒111-8633 東京都台東区寿2-1-13 偕楽ビル

    

NTTイフの 
⾃動⾞保険利⽤規約の確認

Club Off plus

ホテル・旅館が最⼤90%OFF

国内20,000箇所以上の宿泊施設が
「最⼤90%OFF」

最新の映画も割引価格で︕︕

舞台、美術展からカラオケ、⽇帰り
湯まで、会員様限定の割引価格︕︕

ホームアシスタンスサービス

⽔もれなどのトラブルも無料で対
応︕

⽔回りのトラブル・ガラス破損・カ
ギの閉じ込みなど、⾃動⾞だけでな
く住まいのトラブルにも即対応︕︕

弁護⼠無料電話相談

⽇頃の悩みを弁護⼠に無料で相談︕

交通事故はもちろん、近所とのもめ
事、贈与・相続の悩み、夫婦やご家
族間の悩み事など、様々な問題につ
いて経験豊富な弁護⼠に無料で相談
ができます︕︕

無料ロードサービス

⾞両保険がなくてもOK!

⾞両保険の有無に関わらず、全契約
者様に無料のロードサービスをご提
供。事故だけでなく、故障の際にも
安⼼です。

まずは事故を起こさないこと。 
交通安全御守を進呈︕

当社では、ご希望の⽅に「成⽥⼭交
通安全御守」をお贈りしています。

保険料は、 
どの代理店でも同じです。 

それなら、たくさんの特典が付く
NTTイフで契約しませんか︖

 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

 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

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

 FPによる⾃動⾞保険コラム

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

 法⼈契約をしたい⽅

 マイカーをお持ちでない⽅

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)

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

取り扱い保険種⽬
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