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契約内容の変更

NTTイフの自動車保険

ロードサービス・事故のご連絡

無料！保険料を比べる

【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
【NTTイフ】ウェブアクセシビリティ方針の公開と今後の取り組みについて

取扱保険会社（任意保険） 

自動車保険トップ

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 

SBI損保の自動車保険 インターネットからの新規お申込みなら12,000円割引!

SBI損保の自動車保険「10種類から選べる 1,500円相当のギフトクーポン」プレゼントキャンペーン実施中！！

S B I 損保の自動車保 険 「 1 0 種 類 か ら 選 べ る 1 , 5 0 0 円 相 当 の ギ フ ト クーポン」プレゼントキャンペーン実施中！！

＼ 契約手続きもOK！ ／
カンタン

無料

自動車保険
一括比較

見積もりスタート

②③の下記キャンペーンは終了しました。
S B I 損 保でご契約された 方 に も れ な く 「 1 0 種 類 から 選 べ る 1 , 5 0 0
円 相 当 のギフトクーポン」 プ レ ゼ ン ト
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カシャ！比較見積もり
瞬間！比較見積もり
法人・フリート契約
ご希望の方はこちら
SBI損保
SBI損保
見積もり・申込み
見積もり・申込み

パンフレット・重要事項説明書・
約款 ダウンロード

各社一括
各社一括
見積もり・申込み
見積もり・申込み
本利用規約に同意する

ログイン

※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。

契約内容の変更
ロードサービス・事故のご連絡

キ ャン ペーン応募 要 項
 SBI損保の自動車保険

応募期間
 SBI損保/納得の保険料
 SBI損保/事故受付サービス

 SBI損保/ロードサービス

①2019/7/1（月）～
②2021/10/1（金）～2021/12/31（金）
③2021/10/1（金）～2022/1/3（月）
※①のキャンペーンは実施期間を特に定めていない常設の企画です。
※キャンペーンの内容は変更となる場合がございます。

 SBI損保「10種類から選べる

1,500円相当のギフトクーポ
ン」プレゼントキャンペーン

 SBI損保は月払（分割払）に

対応。クレジットカード
（12回）によるお支払いが
可能です。

賞品内容
①新規ご契約で「10種類から選べる 1,500円相当のギフトクーポン」をプレゼント。
賞品の詳細はこちらから！
②豊かな暮らし応援キャンペーン
新規ご契約の方に抽選で豪華賞品をプレゼント！

 SBI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

 SBI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

 SBI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

詳細はこちらから！
③払込方法”月払（分割払）”を選択してご契約された方の中から抽選で100名様に「Nintendo
Switch Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド」をプレゼント！（新規・継続どちらのご契約
も抽選対象となります）
賞品の詳細はこちらから！

対象となる方
キャンペーン期間中に、NTTイフを通じて「SBI損保の自動車保険（個人総合自動車保険）」をご契
約いただいた方（複数台の自動車についてご契約いただいた場合は台数分が対象となります）
※賞品①②に関しては、新規ご契約の方が対象です。ただし①は年間保険料10,000円以上の方が対
象となります。

NTTイフの
自動車保険利用規約の確認

※賞品③に関しては、新規・継続どちらのご契約も抽選の対象となります。
※賞品②③は、当サイト以外のキャンペーン対象サイトからご契約いただいた方も含めて、抽選いた
します。

発送日（賞品①）
ご契約いただいた月の翌月末までに、ご登録のメールアドレスに、賞品引換案内のメールをお送りし
ます。
NTTイフ カスタマーセンター

メールに記載の案内に従って、賞品交換専用のWebサイトからお手続きください。
※賞品の交換には有効期限がございます。詳細につきましては、賞品引換案内のメールをご覧くださ



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。

い。

当選者発表（賞品②）
ご契約いただいた月の翌月に厳正なる抽選のうえ当選者を決定し、順次賞品を発送いたします。当選
者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

当選者発表（賞品③）
厳正なる抽選のうえ、2022年1月下旬に当選者を決定し、順次賞品を発送いたします。当選者の発表
は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

応募に関する注意事項
本キャンペーンはSBI損保が実施するもので、予告なく変更・中止する場合がございます。
メールアドレスをお持ちでない方は本キャンペーンの対象外となります。
本キャンペーンに関するメールは、メールアドレス「@sbisonpo.co.jp」、
「card_order@giftpad.jp」、「@mkt.sbisonpo.co.jp」より配信されます。
メール宛先不明などの事由で、賞品交換期限内に再度お送りできる目処が立たない場合は、賞品
お受け取りの権利を無効とさせていただきます。
生産・販売終了など、やむを得ない事情により同等の賞品と差し替えさせていただく場合がござ
います。
SBI損保の引受基準により、お引受できない場合がございます。その場合は、本キャンペーンの
対象外とさせていただきます。予めご了承ください。
賞品発送の時点で保険契約が有効でない場合は、本キャンペーンの対象となりません。
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SBI損保は補償いたしません。
ご応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。
賞品のお届け先はご契約の住所に限らせていただきます。
賞品の返品・交換・換金には応じられません。
賞品や仕様は予告なく変更となる場合があります。
賞品①②のプレゼント対象となるお客さまは今回新規で「SBI損保の自動車保険」にご契約され
る方のみです。現在既にご加入中で、今回継続契約となる場合はキャンペーン対象外となりま
す。
本キャンペーンにご応募の場合、その他のSBI損保主催キャンペーンにつきましては対象となら
ない場合があります。
万が一、不正な行為があった場合は、賞品お受け取りの権利を取り消しさせていただく場合がご
ざいます。

個人情報の取扱い
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。
お客さまの個人情報をお客さまの同意なしに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）。お客さまの個人情報はNTTイフにて管理させ
ていただきます。
2021年9月 21-0257-12-008
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※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。

N T T イ フの自動車保険

契約者サービス

Club Off plus

ホームアシスタンスサービス

弁護士無料電話相談

ホテル・旅館が最大90%OFF

水もれなどのトラブルも無料で対

日頃の悩みを弁護士に無料で相談！

国内20,000箇所以上の宿泊施設が

応！

交通事故はもちろん、近所とのもめ

「最大90%OFF」

水回りのトラブル・ガラス破損・カ

事、贈与・相続の悩み、夫婦やご家

最新の映画も割引価格で！！

ギの閉じ込みなど、自動車だけでな

族間の悩み事など、様々な問題につ

く住まいのトラブルにも即対応！！

いて経験豊富な弁護士に無料で相談

舞台、美術展からカラオケ、日帰り

ができます！！

湯まで、会員様限定の割引価格！！

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？

無料ロードサービス

まずは事故を起こさないこと。

車両保険がなくてもOK!

交通安全御守を進呈！

車両保険の有無に関わらず、全契約

当社では、ご希望の方に「成田山交

者様に無料のロードサービスをご提

通安全御守」をお贈りしています。

供。事故だけでなく、故障の際にも
安心です。

本ページはSBI損害保険株式会社が提供する個人総合自動車保険・サービスの概要を説明したものです。保険商品、サービスを購入さ
れるお客さまは、保険契約の詳細について「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」、「ご契約のしおり」、「普通保険約款・
特約」、「サービスガイド」を必ずご参照ください。また、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にお問い合
わせください。
取扱代理店
〒103-0013

株式会社エヌ・ティ・ティ・イフ
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SBI損害保険株式会社の保険取扱代理店であり、当サイト上で保険契約の締結の媒介を行います。
引受保険会社
住所

フリーコール
受付時間

取り扱い保険会社

SBI損害保険株式会社

東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
0800-8888-581

9:00～18:00

土・日、祝日も受付（※12/31～1/3を除きます）

おすすめコンテンツ

状況から探す

取り扱い保険種目

 アクサダイレクト

 おすすめ人気ランキング

 初めて自動車保険に入る方

 おとなの自動車保険

 キャンペーン・プレゼント

 現在の契約が満期切れの方

 SBI損保

 ご家族・お友達ご紹介キャンペー

 自動車保険料を安くしたい方

 三井ダイレクト損保

ン

 前年に事故があった方

 ソニー損保

 契約者特典サービス

 セカンドカーで契約したい方

 東京海上日動

 ご契約者さまの声

 現在の契約が共済の方

 損保ジャパン

 FPによる自動車保険コラム

 法人契約をしたい方

 チューリッヒ

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)

 マイカーをお持ちでない方

 あいおいニッセイ同和損保

ペット保険

 イーデザイン損保

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

自動車保険トップ

勧誘方針
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