
引受保険会社： 損害保険ジャパン株式会社
ＴＨＥ クルマの保険（個人用自動車保険）、ＳＧＰ（一般自動車保険）
三井住友海上火災保険株式会社
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東京海上日動火災保険株式会社
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）
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日本製紙グループ 福利厚生制度

団体扱自動車保険
日本製紙グループ従業員並びに退職者の
皆さまだけが使える割引があります。

約

ポイント①

現在のノンフリー
ト等級（無事故割増引率）

を引き継げます。
※一部の共済を除きます。

ポイント②

同居のご家族
が所有・使用す
るお車もＯＫ!!
※団体扱の対象となる方の範
囲については、代理店までお問
い合わせください。

ポイント③

ご退職後も団体
扱制度を継続
いただけます。

大口団体扱割引率２６％は、保険の始期日が２０２２年１０月１日から２０２３年９月３０日までのご契約に適用されます。
団体扱割増引率は、日本製紙グループの「ご契約台数」と「損害率」に応じて毎年算出され変動する場合があります。

お申込み方法は裏面を
ご覧ください☞

％
割安

日本製紙グループの
大口団体扱割引率

年一括払・分割払とも
一般契約に比べ※26％ 5％

割
安

適
用 ×

※団体扱年一括払による５％割引を適用します。
分割払の場合でも、一般分割払で適用の分割割増５％がかかりません。



□運転免許証 □保険証券(現在ご契約中の方) □車検証(お車の型式がわかるもの)

お見積の依頼について

＜下記必ずご一読のうえ、ご提出ください＞
【個人情報の取扱いについて】
取扱代理店は、いただいた見積り依頼書、自動車保険証券等の個人情報をもとにお客さまのニーズに合った自動車保険プランをご提案さ
せていただきます。その他の目的に使用することはありません。なお適切で分かりやすい資料にてご提案させていただくために、同個人
情報を取扱代理店が損害保険代理店委託契約を締結している各引受保険会社に提供することにご同意ください。

【団体扱自動車保険お見積もり・ご契約について】
団体扱自動車保険のお見積もりのご案内(ご契約のお引受け)をさせていただくには、保険契約者、記名被保険者および車両所有者は次の条
件に合致する必要があります。
・保険契約者：団体に勤務され毎月の給与の支払いを受けている方(団体が保険加入を認めている退職者を含みます｡)
・記名被保険者および車両所有者：保険契約者ご本人、保険契約者の配偶者、「保険契約者またはその配偶者」の同居のご親族、
「保険契約者またはその配偶者」の別居の扶養親族のうちいずれかの方
※配偶者には内縁の相手方および同棲のパートナーを含みます。
※保険期間の中途で、保険契約者・記名被保険者・車両所有者のいずれかが上記の条件に合致しなくなった場合には、
取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
※上記に合致しない場合は、団体扱としない自動車保険でのお見積もりとなりますので、あらかじめご了承ください。
※このチラシは（団体扱）自動車保険の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては必ず「パンフレット」「重要事項等説明
書」などをよくお読みください。また、ご不明な点については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。
※退職等により給与の支払を受けなくなった場合、資本関係の変更等により系列会社でなくなった場合等により団体扱特約が失効した
場合は、残りの保険料を一括してお支払いいただくこととなります。
※団体扱としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が引受保険会社の定める条件を満たす場合のみとなります。

お問い合わせ先・取扱代理店
日本製紙総合開発株式会社
https://www.npd.jp/hoken/

南光運輸株式会社
斉和産業株式会社

（東京支店）東京都北区堀船1-1-9
（岩国支店）山口県岩国市新港町2-6-2
（北海道支店）北海道旭川市ﾊﾟﾙﾌﾟ町505-1 
（苫小牧営業所）北海道苫小牧市勇払143  
（白老営業所）北海道白老郡白老町字北吉原176-3 
（岩沼営業所）宮城県岩沼市大昭和1-1                      

宮城県石巻市双葉町6-46
静岡県富士市鈴川本町9-1

TEL 03-3914-6300 FAX 03-3914-3707
TEL 0827-21-6157 FAX 0827-23-0679
TEL 0166-25-2181 FAX 0166-26-5232
TEL 0144-56-0465 FAX 0144-56-1238
TEL 0144-84-9030   FAX 0144-83-6701
TEL 0223-25-1107 FAX 0223-22-1034

TEL 0225-95-4144 FAX 0225-95-5804
TEL 0545-30-3450 FAX 0545-32-0039

ご準備いただけるとスムーズです。

手続き方法① 当社ホームページの入力フォームからご依頼ください。
https://www.npd.jp/hoken/contact_insurance/

手続き方法② 保険証券（両面） ・ 車検証 をFAXまたはメールでご送信ください。

手続き方法③ 本シートにご記入のうえ、FAXまたはメールでご送信ください。

Q1.ご契約のお車の主な使用目的は？

□業務使用 □通勤・通学 □日常・レジャー
※年間を通して月平均15日以上の使用が目安です。

Q2.お車を主に運転される方(記名被保険者)はどなたですか？

お名前 ：

生年月日 ： 昭和 ・ 平成 年 月 日
ご契約者との関係 ： □本人 □配偶者 □同居の親族 □他

Q3.Q2の方の運転免許証の種類（色）は？

□ゴールド □ブルー □グリーン
免許証の有効期限 ： 平成 ・ 令和 年 月 日

Q4.Q2の方からみてお車を運転される方の範囲は？

□本人のみ □本人・配偶者 □限定しない

Q5.Q2の方と同居の親族内で最もお若い運転者は？

生年月日 ： 昭和 ・ 平成 年 月 日

Q6.ご契約のお車について

・車 名 ：
・型 式 ：
・初度登録年月 ： 平成 ・ 令和 年 月

Q7.ご契約状況について

・現在ご契約中の自動車保険の有無 ： 有 ／ 無
⇒有の場合（下記にご記入ください）
・満期日 ： 令和 年 月 日
・事故の有無 ： 有 ／ 無
・ノンフリート等級 ： 等級
・事故有係数適用期間 ： 年

勤務先
部署名

日中の
連絡先

勤務先・携帯・自宅 （ ）
e-mail
アドレス ＠

お名前

フリガナ



福利厚生制度

日本製紙グループ 団体扱

どれくらいおトクなの？1
大口団体
扱割引率 26％(※1)さらに、団体扱契約の年一括払・分割払とも一般

契約の一時払・分割払に比べ約５％割安

保険料割引の
イメージ

(分割払保険料)

一般契約の場合

100,000円
団体扱契約の場合

70,500円
29,500円

おトク!!
※1 大口団体扱割引率は2022年10月1日から2023年9月30日の間に保険始期日がある契約に適用されます。

誰が加入できるの？2
加
入
対
象
者

保険契約者は、日本製紙

グループ従業員並びに退職
者の皆さまです。
加入対象者(記名被保険者・

車両所有者)は右記の方です。

別居の扶養親族

3 今、加入している自動車保険を切り替えると等級はどうなるの？

現在ご契約中の自動車保険に適用されている

ノンフリート等級(無事故・事故有別の割増引率)

は継承(※2)できます。
※2 一部継承できない共済があります。

保険証券

20
等級

保険証券

20
等級

他社契約 日本製紙総合開発

「総合開発」に
切り替えても
等級は引き継ぎ

OK!!

退職したらどうなるの？

退職後も、継続してご契約いただけます。
（保険料のお支払いは、ご指定の口座から一括払となります。）

4

●上記保険料はイメージであり、実際の保険料は契約条件等により異なります。詳細は日本製紙総合開発(株)までお問い合わせください。

割引表示は次の通り、団体扱割引等を連算して算出しております。
一括払の場合：1－｛（1－団体扱割引：26%）×（1－団体扱年一括払割引：5%）｝=0.297
分割払の場合：1－｛（1－団体扱割引：26%）÷（1＋一般契約分割割増分：約5%）｝≒0.2952

同居の親族配偶者
従業員
・

退職者ご本人



加入者が減り、事故が多いと

を利用しよう

自動車保険って、どんな保険？

保険料はどうやって払うの？5

保険開始月の２カ月後
のお給料より引き去りと
なります。

保険開始月の２カ月後
の２７日(金融機関が休業日の場合

は翌営業日)にご登録口座か
ら引き落としとなります。

現役従業員の方 退職者の方

保険料の
お支払いは

キャッシュレス!!

自動車保険の大口団体扱割引率はどうやって決まるの？6
大口団体扱割引率は、契約台数と事
故によりお支払される保険金総額と
の割合（これを損害率という）に応じ
て、割引率が変動する仕組みです。
つまり損害率が高い（加入者が減り、
事故が多い）ほど低い割引率が適用
される制度です。

一方、損害率が低くなると割引率が
高くなります。

加入者が増え、事故が少ないと

２６%
割引

??%
割引

DOWN

２６%
割引

??%
割引

UP

大口団体扱割引率
がダウンすることも!

大口団体扱割引率
がアップすることも!

大口団体扱割引率を維持・向上するため、ご家族の方も含め
た安全運転と、１台でも多くのご加入にご協力ください。

もしも、事故が起きたら？7
1.各保険会社専用フリーダイヤルで24時間365日安心事故対応!!
・損害保険ジャパン(株) 事故サポートセンター 0120-256-110
・三井住友海上火災保険(株) 事故受付センター 0120-258-365
・東京海上日動火災保険(株) 事故受付センター 0120-119-110

2.優良整備工場紹介サービス
・事故を起こされた際、優良整備工場をご紹介します。確かな技術力、適正な価格でご案内します。

会社の福利厚生制度ですが、もし事故を起こしても、
取扱代理店や保険会社からお勤めの会社へ事故報告は行っておりません!!


