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❯ むじころう インタビュー①

❯ むじころう インタビュー②

❯ 三井ダイレクト損保のeドライ
バー保険

❯ 三井ダイレクト損保の⾃動⾞
保険 ⼝コミ情報 ご契約者か
らの評判 2020年度

お⾒積もり＆ご成約のWキャンペーンの 

下記キャンペーンは終了しました。

今ならお⾒積もり＆ご成約のWキャンペーン実施中今ならお⾒積もり＆ご成約のWキャンペーン実施中

※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。

2019年12⽉2⽇〜2022年3⽉31⽇

三井ダイレクト損保の公式サイトでお⾒積もりを保存いただくと、三井ダイレクト損保ご契約者向
けサービス「三井ダイレクト損保クラブオフ」のお試しとして、お得なクーポンを取得できるキャ
ンペーンを実施中。 
ご利⽤⽅法など詳細は三井ダイレクト損保公式サイトでお⾒積もり保存後、三井ダイレクト損保よ
りお送りするメールをご確認ください。

令和4年（2022年）3⽉の福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ

株式会社エヌ・ティ・ティ・イフ「健康経営優良法⼈2022」に2年連続で認定
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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

三井ダイレクト損保 ⾃動⾞保険 お⾒積もり＆ご成約キャンペーン実施中

三井ダイレクト損保の⾃動⾞保険では、新規お⾒積もりでもれなく
ご優待クーポンプレゼント︕

三井ダイレクト損保の⾃動⾞保険 ⾒積もり・申込み

三井ダイレクト損保の⾒積もり・申込みはこちら三井ダイレクト損保の⾒積もり・申込みはこちら

応募要項

応募期間

キャンペーン概要

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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❯ 三井ダイレクト損保の⾃動⾞
保険 ⼝コミ情報 ご契約者か
らの評判 2019年度

❯ 三井ダイレクト損保の⾃動⾞
保険 ⼝コミ情報 ご契約者か
らの評判 2018年度

❯ 三井ダイレクト損保の⾃動⾞
保険 ⾞種別 瞬間︕⽐較⾒積
もり

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。

キャンペーン期間中に、株式会社エヌ・ティ・ティ・イフ代理店を通じて三井ダイレクト損保の⾃
動⾞保険のお⾒積もりを三井ダイレクト損保の公式サイトで保存された⽅

対象店舗やご利⽤に関する条件は各クーポンをご確認ください。
クーポンは三井ダイレクト損保の公式サイトでお⾒積もり保存後にご利⽤いただけます。
記載内容は2021年3⽉1⽇時点の内容です。
内容は予告なく変更することがあります。

2022年3⽉1⽇（⽕）〜2022年3⽉31⽇（⽊）まで

キャンペーン期間中にインターネット経由、またはお電話にて受付番号（受付コード）をお申し出
の上、新規に三井ダイレクト損保の⾃動⾞保険・バイク保険・ドライバー保険のいずれかでご契約
（お申し込み⼿続き完了）された⽅。 
※三井ダイレクト損保から書類のご提出をお願いしているお客さまは、2022年3⽉31⽇（⽊）ま
でに当該書類が到着していない場合、本キャンペーンの対象外となります。

選べる・ぐるめカード（1,100円相当）
三井ダイレクト損保の「選べる・ぐるめカード」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、賞品交換専⽤のWebサイトからお⼿続きください（お電話でのご契約の場合
は、案内書⾯をお送りします）。
有効期限は、発⾏⽇（三井ダイレクト損保からのメール送信⽇）より6ヶ⽉です。
詳細は、ご案内する専⽤サイトをご確認ください。
商品について予告無く変更する場合がございます。変更の際は本キャンペーン商品と同額程
度の商品になります。

パンフレット・重要事項説明
書・約款 ダウンロード

NTTイフの 
⾃動⾞保険利⽤規約の確認

対象となる⽅

注意事項

さらに︕ 今だけご成約キャンペーンも実施中

キャンペーン要項

キャンペーン期間

キャンペーン対象者

キャンペーン賞品

キャンペーン賞品のお届け時期

https://www.nttif.com/voice/ins_company2019.html#md
https://www.nttif.com/voice/ins_company2018.html#md
https://www.nttif.com/easyhikaku/startCompany.jsp?hokenNo=28&age=1&menkyo=1
https://www.nttif.com/mitsuidirect/driver/
https://privacymark.jp/
mailto:customer@nttif.co.jp
https://www.nttif.com/pdfindex.html
https://www.nttif.com/kiyaku.html


【賞品のご案内】メールの送信は、ご契約（お申し込み⼿続き完了）⽉の翌⽉中旬以降、ご契約時
の登録メールアドレス宛てにメールアドレスにお送りします。（お電話でのご契約の場合は、案内
書⾯をお送りします）。

三井ダイレクト損保が主催する他のキャンペーン、三井ダイレクト損保代理店が実施してい
る他のキャンペーンの対象となる場合、および三井ダイレクト損保にご加⼊中で継続契約と
なる場合は、本キャンペーンの対象外となります。
本キャンペーンは、予告なく変更・終了する場合がございます。
本キャンペーン終了後、新たなキャンペーンを実施する場合は、キャンペーン内容・期間等
の詳細はホームページ等でお知らせいたします。
【賞品のご案内】メールは「@mitsui-direct.co.jp」のドメインから送信されます。メール
が正しく受信できるように、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
は、メールを受信可能に設定してください。
メールアドレスの誤登録等による配信先不明、宛所不明等の事由で、キャンペーン賞品の有
効期限内にお送りできる⽬途が⽴たない場合は、キャンペーン賞品のお受け取りの権利を無
効とさせていただきます。
キャンペーン賞品の交換・換⾦・返品等はできません。
⽇本国内にお住まいの⽅に限らせていただきます。

三井ダイレクト損保は、本キャンペーン実施にあたり、お預かりした個⼈情報は三井ダイレ
クト損保個⼈情報保護宣⾔（プライバシーポリシー）に基づきお取り扱いいたします。

三井ダイレクト損保は、予告なしに三井ダイレクト損保Webサイト上の画⾯や情報等を変更
することや、三井ダイレクト損保Webサイトの運営を中断または中⽌させていただくことが
ありますので、あらかじめご了承ください。
なお、三井ダイレクト損保は、理由の如何に関わらず、画⾯や情報等の変更および三井ダイ
レクト損保Webサイトの運営の中断または中⽌によって⽣じるいかなる損害についても責任
を負うものではありません。

キャンペーンに関するご注意事項

個⼈情報の取り扱いについて

三井ダイレクト損保の責任の範囲について

三井ダイレクト損保の3つの⾒積もり

⾒積  

もり 1 ワンクリックで概算保険料がわかる︕瞬間⾒積もり

⾒積  

もり 2 証券を写真に撮るだけ︕簡単お⾒積もり



⾒積  

もり 3 ネットでお⼿続き︕＼お⾒積もりは個⼈情報不要︕／

NTTイフの⾃動⾞保険 契約者サービス

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︖
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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 
※本ページは、三井ダイレクト損保の⾃動⾞保険の商品、サービスの概要を説明したものです。詳細は、三井ダイレクト損保のwebサ
イト、パンフレット、重要事項説明書等で必ずご確認ください。 
※株式会社エヌ・ティ・ティ・イフは、三井ダイレクト損害保険株式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。 
したがいまして、保険契約の締結に際しましてはお客さまご⾃⾝が三井ダイレクト損害保険株式会社のwebサイトから告知事項を⼊⼒
の上、保険契約のお申し込みを⾏っていただきますようお願いいたします。

引受保険会社 三井ダイレクト損害保険株式会社 
〒112-0004 東京都⽂京区後楽2丁⽬5番1号
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❯ 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

⾃動⾞保険トップ 会社情報 利⽤規約 お知らせ よくある質問 公式キャラクター お問い合わせ サイトマップ 法⼈のお客さま 

勧誘⽅針 プライバシーポリシー お客さま本位の業務運⽤ 免責事項 ご利⽤環境 

© 2000 NTTiF Corporation

https://twitter.com/share?url=https://www.nttif.com/mitsuidirect/camp.html&text=%E4%B8%89%E4%BA%95%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E6%90%8D%E4%BF%9D%E3%80%80%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%80%80%E3%81%8A%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%82%E3%82%8A%EF%BC%86%E3%81%94%E6%88%90%E7%B4%84%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%AE%9F%E6%96%BD%E4%B8%AD
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nttif.com/mitsuidirect/camp.html
https://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&url=https://www.nttif.com/mitsuidirect/camp.html&title=%E4%B8%89%E4%BA%95%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E6%90%8D%E4%BF%9D%E3%80%80%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%80%80%E3%81%8A%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%82%E3%82%8A%EF%BC%86%E3%81%94%E6%88%90%E7%B4%84%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%AE%9F%E6%96%BD%E4%B8%AD
https://getpocket.com/edit?url=https://www.nttif.com/mitsuidirect/camp.html
https://line.me/R/msg/text/?%E4%B8%89%E4%BA%95%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E6%90%8D%E4%BF%9D%E3%80%80%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%80%80%E3%81%8A%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%82%E3%82%8A%EF%BC%86%E3%81%94%E6%88%90%E7%B4%84%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%AE%9F%E6%96%BD%E4%B8%AD%0D%0Ahttps://www.nttif.com/mitsuidirect/camp.html?utm_source=line&utm_medium=social&openExternalBrowser=1
https://twitter.com/mittsunomitsum1/
https://www.facebook.com/nttif.official/
https://www.nttif.com/axa/
https://www.nttif.com/saison/
https://www.nttif.com/sbi/
https://www.nttif.com/mitsuidirect/
https://www.nttif.com/sony/
https://www.nttif.com/tokai/
https://www.nttif.com/japan/
https://www.nttif.com/zurich/
https://www.nttif.com/aioi/
https://www.nttif.com/edsp/
https://www.nttif.com/ranking/
https://www.nttif.com/present/
https://www.nttif.com/edsp/refer.html
https://www.nttif.com/member/cluboff.html
https://www.nttif.com/voice/
https://www.nttif.com/column/
https://www.nttif.com/hosho/sinki.html
https://www.nttif.com/hosho/manki.html
https://www.nttif.com/onepoint/case_list03.html
https://www.nttif.com/hosho/jikoari.html
https://www.nttif.com/hosho/secondcar.html
https://www.nttif.com/hosho/kyosai.html
https://www.nttif.com/hosho/hojin.html
https://www.nttif.com/mitsuidirect/driver/
https://www.nttif.com/
https://www.nttif.com/hosho/hojin.html
https://bike.nttif.com/
https://bike.nttif.com/kiso/jibai.html
https://bike.nttif.com/kiso/case17.html
https://www.nttif.com/hosho/hojin.html
https://pet.nttif.com/
https://travel.nttif.com/
https://fire.nttif.com/
https://leisure.nttif.com/golf/
https://bicycle.nttif.com/
https://www.setsuyaku-lifeplan.com/
https://www.nttif.com/
https://www.nttif.co.jp/corporate/
https://www.nttif.com/kiyaku.html
https://www.nttif.co.jp/topics/
https://www.nttif.com/qa/
https://www.nttif.co.jp/character/
https://www.nttif.com/support.html
https://www.nttif.com/sitemap.html
https://if-insurtech.nttif.co.jp/
https://www.nttif.co.jp/inducement-policy.html
https://www.nttif.com/privacy.html
https://www.nttif.co.jp/customer.html
https://www.nttif.co.jp/disclaimer.html
https://www.nttif.com/browser.html

