
2020年4月1日以降保険始期用

24時間・365日受付

P傷害18-1910　L14-289 2019.10

通話料
無料

P火災11-1910　L16-116 R1.10

保険会社との間で問題を解決できない場合は

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター

詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/）

ナビダイヤル 0570-022808（通話料有料）
受付時間：午前9：15～午後5：00（土日・祝日および12/30～1/4を除きます）

　弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争
解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契
約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には
一般社団法人 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことがで
きます。

詳しい情報については、弊社ホームページ（http://www.daidokasai.co.jp/）に掲載しています。

Web約款のご利用をおすすめしています。
「ご契約のしおり（約款）」を「冊子」ではなくインターネット
を利用して、弊社のホームページでご確認いただける
「Web約款」をおすすめしております。ご契約時に、Web 
約款をご希望し、「ご契約のしおり（約款）」のお届けを省略
させていただく場合、弊社より沖縄県の「サンゴ礁保全・再

申込書にてWeb約款を
ご選択いただく。

紙やインク、
エネルギーが削減される。

紙資源となる
森林保全に貢献する。

サンゴ保全活動に
寄付する。

沖縄のサンゴを育む。

生活動」を行う団体等に寄付させていただきます。
また、「Web約款」のご利用は紙の資源である森林保全
にも貢献しますので、ぜひご利用ください。
弊社は、お客さまとともに「地球環境の保全促進活動」
に全社を挙げて取り組んでまいります。

弊社の保険商品に関するお問い合わせ・ご相談などはこちらにご連絡ください。

お問い合わせ・ご相談 0120-671-071（お客さま相談センター）
0120-331-308（お客さま相談センター）ご不満・ご意見・ご要望

受付時間：午前9：00～午後5：00
（土日・祝日および12/31～1/3を除きます）

フリーダイヤル

お客さま相談センター

フリーダイヤル

この島の損保。

この島の損保。 2019年（令和元年）10月1日以降始期用
住宅生活総合保険

くるまの保険

3 つの D A Y - GO !  保 険シリーズ
すまいの保険 けがの保険

大同火災の「　　　　　」は、お客さまと
ご家族を取り巻く様々なリスクから
しっかりお守りし、あんしん・あんぜんを
ご提供いたします。

あんしん・あんぜんをご提供する3つのDAY-GO!保険シリーズ

▲くるまの保険
どんな自動車事故も
これであんしん！

▲すまいの保険
あらゆるリスクから
すまいをお守りします。

▲けがの保険
万が一のケガから

お客さまをお守りします。

大同火災の「　　　　」は、
「安心」「充実」「納得」「家族」
をコンセプトに、暮らし（DAY）
のさまざまなリスクをカバー
する総合保険として、お客さま
とご家族をしっかりお守りし、
充実の補償をご提供いたし
ます。

このパンフレットはDAY-GO!すまいの保険の概要をご紹介したものです。詳細は普通保険約款および特約によりますが、ご契約手続、保険金のお支払条
件、その他ご不明の点がありましたら取扱代理店または弊社にご照会ください。弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領
収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につ
きましては弊社と直接契約されたものとなります。なお、詳細につきましては「ご契約のしおり」をご覧ください。

「この島の損保。」 平成27年10月１日以降保険始期用
住宅生活総合保険

くるまの保険

3 つの D A Y - GO !  保 険シリーズ
すまいの保険 けがの保険

大同火災の「　　　　　」は、お客さまと
ご家族を取り巻く様々なリスクから
しっかりお守りし、あんしん・あんぜんを
ご提供いたします。

※万が一事故の際には、下記事故受付センターにご連絡ください。

事故受付センター

0120-091-161（通話料無料）フリーダイヤル

Ｐ傷害18-2004　Ｌ14-289　2019.12

通話料
無料

FAX. 098-863-5596



　「保険契約の継続に関する特約」をセットする
ことにより、ご契約時に定めた年齢まで毎年自
動継続されますので、更新ごとの契約手続きの
必要がありません（条件によってはセットでき
ない場合があります。）。
　また、２年目以降（継続契約）の保険料につい
て「自動継続割引」を適用します。

沖縄県で2017年の１年間にケガで救急搬送された人数    沖縄県における熱中症患者数の推移   

(出典：2018年 消防庁「救急・救助の現状(救急自動車による都道府県別事故種別救急搬送人員)」)          (出典：沖縄県「令和元年度沖縄県熱中症発生状況速報」)    
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支払保険金 ：234万円

賠償額 ： 9,521万円

支払保険金 ： 237万円

入院 ：180日※ 後遺障害認定

後遺障害認定

  （弊社傷害保険契約の事故事例より）
  ※弊社で認定可能な最大の日数です。

入院：103日　　通院：28日
手術：1回

  （弊社傷害保険契約の事故事例より）



ゴルフ中の賠償責任危険のみ
補償特約 
ゴルフ用品損害補償特約
ホールインワン・
アルバトロス費用
補償特約 12

10

11

大切なお子さまの「もしも」の
ためのプラン

お子さまのケガを補償します。また、
扶養者が亡くなった場合等の育英
費用についても補償します。 ※熱中症については満23歳未満または学校教育法

に定める学校の学生および生徒である場合のみお
支払いの対象となります。

急激かつ偶然な外来の事故によりケガ　をした場合に、保険金をお支払いします。
（事故の日から180日以内）
熱中症による身体障害についても補償　します。

誤ってお店の商品を壊してしまった
場合等、被保険者の日常生活中にお
ける損害賠償責任を補償するプラン
もございます。

熱中症による身体障害を
補償します。

熱中症による身体障害を
補償します。



熱中症による身体障害を
補償します。

15,660円
1,360円
39,670円
3,460円
27,670円
2,410円
30,600円
2,670円

13,170円
1,140円
34,260円
2,990円
23,860円
2,080円
26,510円
2,310円

13,480円
1,180円
34,980円
3,060円
24,390円
2,140円
27,070円
2,360円

23,830円
2,090円
58,960円
5,170円
40,830円
3,580円
46,370円
4,070円

24,350円
2,130円
60,170円
5,270円
41,690円
3,650円
47,330円
4,140円

15,990円
1,400円
40,490円
3,540円
28,230円
2,470円
31,250円
2,730円

初回口振あり 初回口振なし 初回口振あり 初回口振なし

初回口振あり 初回口振なし 初回口振あり 初回口振なし

28,340円
2,480円
68,210円
5,970円
47,470円
4,160円
53,490円
4,680円

28,940円
2,540円
69,600円
6,090円
48,430円
4,240円
54,610円
4,780円

（スタンダード）

（自動車保険加入者おすすめ（自動車事故危険補償対象外特約セット））

一時払
月　払
一時払
月　払
一時払
月　払
一時払
月　払

一時払
月　払
一時払
月　払
一時払
月　払
一時払
月　払

被保険者本人の年齢がご契約時において満70歳以上で
ある場合は、「しまんちゅ安心プラン」はご契約できませ
ん（フリープランでのご契約となります。）。
上記プランはあくまでお客さまのニーズに合わせてお
すすめするプランであり、「自動車保険」や「医療保険」に

ご加入されているお客さまが必ず該当するおすすめプ
ランで契約しなければならないものではありません。
「人身傷害補償」がない自動車保険にご加入されている
場合、傷害保険と補償内容が重複しないことがあります
ので、Bプランをご契約の際はご注意ください。



熱中症による身体障害を
補償します。

熱中症による身体障害を
補償します。

ゴルフプレー中の
損害を補償するよ!

11,890円
1,040円

12,130円
1,050円

23,660円
2,070円

24,130円
2,100円

12,910円
1,130円

13,170円
1,140円

24,840円
2,170円

25,330円
2,210円

5,280円
460円

5,380円
470円

9,040円
790円

9,210円
810円

基本補償　

日常生活賠償責任特約
＋　　　　　

ゴルフ中の賠償責任危険のみ補償特約

携行品損害補償特約
＋　　　　　

ゴルフ用品損害補償特約

急激かつ偶然な外来の事故（ゴルフ中に限る（注））によりケガをした場合や熱中症と
なった場合に、保険金をお支払いします。（事故の日から180日以内）
（注）「ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約」が自動セットとなります。

　ゴルフ中の偶然
な事故により法律
上の損害賠償責任
を負担した場合、
保険金額を限度
に、損害賠償金を
お支払いします。

　ゴルフ場敷地
内においてゴル
フ用品について
生じた損害を補
償します。

初回口振あり 初回口振なし 初回口振あり

育英費用補償 育英費用補償

初回口振なし

初回口振あり 初回口振なし 初回口振あり 初回口振なし 初回口振あり 初回口振なし 初回口振あり 初回口振なし
一時払
月　払

10、 11、 12

下記は被保険者本人のご職業が職種級別A級またはB級に該当する方の保険料となっております。なお、職種級別につきましては11ページの職種級
別表をご確認ください。

大切なお子さまをしっかりとお守りします！

（子育てスタンダード）



5,720円
500円

500万円 3,000円 6,000円1,500円 900万円 3,900円3,000万円 1億円

5,830円
520円

11,430円
1,000円

11,660円
1,030円

初回口振あり 初回口振なし 初回口振あり 初回口振なし
一時払
月　払

熱中症による身体障害を
補償します。

2018年の自転車関連事故の発生件数は全国で

85,641件 !※



（注3）（注4）

継続年齢については、満70歳（育英費用補償特約がセットされた場合は満22歳）が上限となります。保険契約申込書に特に記載がない場合は、上記年齢まで自動
継続となります。
普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更
になります。
次の契約等については、本特約はセットできません。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
①トップ保険契約　　　②DAY-GO! けがの保険の下記契約
　○短期契約　 ○長期契約　 ○団体契約　 ○団体扱・集団扱契約　 ○「特別危険補償特約」または「ハンター賠償責任補償特約」をセットする契約等、一部の個人契約
保険料の払込方法は、口座振替のみとなります（初回保険料については手集金も可能です。）。

身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、九州または摂取したときに急激に生ずる中度d区症状を含みます。
原動機付き自転車を含みます。

なお、自動継続は保険契約が満了する月の前月10日までにご契約
者または弊社から申し出ることにより、停止することができます。　　

【原則自動セット】

（注３）

（注１）

（注２）

（注１）
（注２）

（注４）

・熱中症危険補償特約
・訃報広告費用補償特約

・熱中症危険補償特約
・育英費用補償特約

・熱中症危険補償特約
・ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約
・日常生活賠償責任保険
・ゴルフ中の賠償責任危険のみ補償特約
・携行品損害補償特約
・ゴルフ用品損害補償特約
・ホールインワン・アルバトロス費用補償特約

・熱中症危険補償特約
・交通事故危険のみ補償特約
・日常生活賠償責任特約

・ピッケルなど登山用具を使用する山岳登
はん、ロッククライミング（フリークライミ
ングを含みます。）、登る壁の高さが５ｍを
超えるボルダリング、ハンググライダー搭
乗などの危険な運動中のケガ 
・道路以外の場所で自転車、オートバイ、原
動機付自転車等による競技、競争、興行、試
運転をしている間のケガ　　　　　　 など



1. 契約締結時における注意事項（告知義務等）
　保険契約申込書に☆または★が付された事項はご契約に関する
重要な事項です。ご契約時に正確に記載してください。これらの内容
が事実と異なっている場合にはご契約を解除することがあります。
解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注
意ください（弊社の代理店には告知受領権があります。）。

2. 死亡保険金受取人の指定について
　死亡保険金は原則として法定相続人にお支払いします。被保険者
の法定相続人以外の特定の方を死亡保険金受取人に指定される場
合は必ず被保険者の同意を得てください。同意のないままにご契約
をされた場合には保険契約が無効となります。なお、特定の方を死
亡保険金受取人に指定される場合には、被保険者の署名および捺
印、その他弊社の定める書類が必要となります。
　また、企業などがご契約者および死亡保険金受取人となり、従業
員等を被保険者とするご契約については、被保険者のご家族などに
対し、保険への加入についてご説明くださいますようお願いします。

3. 引受条件について（保険金額等）
①　保険金額の設定について、次の点にご注意ください。実際にご

契約いただくお客さまの保険金額は保険契約申込書をご確認
ください。

ア.被保険者の方の年齢・年収等に照らして、適正な金額となるよ
うに設定してください。

イ.入院保険金日額、通院保険金日額はぞれぞれ他の補償項目の
保険金額との関係で上限が定められます。

ウ.次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡に関する
保険金額は被保険者ごとに同種の他の保険契約等と合算して
1,000万円までとなりますので、ご注意ください。

a. 被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
ｂ.ご契約者と被保険者が異なり、被保険者の同意が確認できない
場合

②　被保険者が保険開始日時点で満70歳以上である場合や、これ
までに保険金の請求頻度が著しく高いなど、加入者互間の公
平性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場
合には新規契約および継続する契約ともに契約条件を見直し
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。

4. 保険期間（保険のご契約期間）
　保険期間は１年間です。また、１年未満の短期契約や引受条件に
よっては、１年超の長期契約も可能です。ただし、「保険契約の継続に
関する特約」をセットした場合、保険期間は１年に限り、次年度以降
は自動的に継続されます。実際にご契約いただくにあたってのお客
さまの保険期間は保険契約申込書をご確認ください。

5. 責任開始期
　保険責任は保険期間の初日の午後４時（保険契約申込書または
セットする特約にこれと異なる時刻が記載されているときはその時
刻）に開始します。保険料は特定の特約をセットした場合を除き、ご
契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料
を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることが
できません。

　被保険者がゴルフ場敷地内において､ゴルフ(注１)の練習、競技または指導（注２）中に急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に
限り、保険金をお支払いします。
（注１）ケイマンゴルフ、ターゲットバードゴルフまたはパターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは含みません。
（注2）ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。

❾ ゴルフ中の傷害危険
    のみ補償特約

　被保険者が行うゴルフ(注１)の練習、競技または指導（注２）中に生じた偶然な事故に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する
ことによって被る損害に限り、保険金をお支払いします。
(注１)ケイマンゴルフ、ターゲットバードゴルフまたはパターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは含みません。
(注２)ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。

10 ゴルフ中の賠償責任
    危険のみ補償特約

　ゴルフ場敷地内において、被保険者が所有するゴルフ用品（注1）について、以下の事由により生じた損害に限り、保険金をお支払いします。
①　盗難（注２）。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
②　ゴルフクラブの破損または曲損。
（注１）ゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、時計、宝石、貴金属、財布、ハ

ンドバッグ等の携行品は含みません。
（注2）盗難には、盗賊または不法侵入者による損傷もしくは汚損を含みます。   

帯同者およびゴルフコンペ参加者、同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティープレイヤー　など

6. 保険料
　保険料は保険金額・保険期間、被保険者ご本人のご職業等により
決定されます。お客さまが実際にご契約いただく保険料については
保険契約申込書にてご確認ください。

7. 保険料の払込方法について
　保険料の払込方法は次のとおりです。詳しくは取扱代理店または
弊社までお問い合わせください。なお、ご契約の払込方法について
は保険契約申込書でご確認ください。

（注１）直接集金では、取扱代理店が保険料を直接領収いたします。また、保険契約締結のお手
続きの際に第１回目の保険料をお支払いください（一時払の場合は、保険料の全額をお
支払いください。）。 

（注２）口座振替では、弊社の指定する金融機関の口座から、毎月26日にお引き落としいたしま
す。26日が休業日の場合は翌営業日にお引き落としいたします。

（注３）お勤め先や所属されている集団と弊社との間で集金事務の委託契約を交わしている場
合は、給与天引き等による集金が可能です（団体扱契約・集団扱契約）。なお、団体扱・集
団扱をお選びいただけるのは、保険期間1年のご契約のみです。

（注４）直接集金の12回払については一般団体の場合のみ選択可能です。

8. 満期返れい金･契約者配当金について
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

1. 契約締結後における留意事項（通知義務等）
　保険契約申込書に☆が付された事項に内容の変更が生じた場合に
は、遅滞なく取扱代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がな
い場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことや保険金を
削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。なお、通
知義務の対象には該当しませんが、ご契約者の住所などを変更した
場合も取扱代理店または弊社までご連絡ください。

2. 解約返れい金について
　ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡く
ださい。なお、解約の条件によっては、弊社の定めるところにより未

経過期間に相当する保険料を返還または未払込保険料を請求させ
ていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または弊社までお
問い合わせください。

3. ご契約の継続について
　次のような場合には、保険期間終了後、ご契約が継続できないこ
とや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了
承ください。
①著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者互間の公平性を逸
脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合

②被保険者の年齢が70歳以上の場合

●

●

●

●

保険料のお支払いの際には、弊社所定の領収証を発行することとい
たしておりますので、お確かめください。
ご契約後20日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社までご
照会ください。
ご契約のお申し込みを撤回または解除を申し出ることができるクー
リングオフ制度がございます。詳しくは「重要事項説明書」をご覧く
ださい。
損害保険制度が健全に運営され、保険金のお支払いが正しく確実に
行なわれるよう、一般社団法人日本損害保険協会が運営する契約内
容登録制度への登録を実施しております。

●

●

●

引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みと
して「損害保険契約者保護機構」がございます。詳しくは「重要事項
説明書」をご覧ください。
保険契約に関する個人情報の取扱方針を定めております、詳しくは
「重要事項説明書」をご覧ください。
補償内容が同様の保険契約（傷害保険以外の保険契約にセットされ
る特約や弊社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合は、補償
が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認い
ただき、補償の要否をご判断いただいた上でご契約ください。

○

○

すぐに取扱代理店または弊社事故受付センター窓口にご連絡くださ
い。事故の日から30日以内にご連絡がない場合は、保険金のお支払
いが遅れることやお支払いができないことがありますのでご注意く
ださい。
賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合には、事
故の処理につきご相談ください。示談金や賠償金をあらかじめ弊社
の承認を得ずに支払われた場合には、保険金をお支払いできないこ
とがありますのでご注意ください。なお、重複する他の保険契約等が
ある場合には、他の契約等から既に保険金が支払われていた時は、
弊社のお支払いする保険金からそれらの額の合計額が差し引かれる
ことがあります。

○事故により高度障害状態になり、意思能力を喪失した場合など被保
険者に保険金を請求できない特別な事情があり、かつ、保険金の支
払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合には、当会社の承認
を得て、所定の方が被保険者の代理人（以下「代理請求人」といいま
す。詳細は下記（注）をご覧ください。）が保険金を請求できることがあ
ります。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
また、本制度については、代理請求人となられる方にも必ずご説明く
ださい。
（注）①　被保険者と同居または生計を共にする配偶者
　　②　被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族（上記①の方がいない場

合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合）
　　③　上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族（上記①、②の方がい

ない場合または上記①、②の方に保険金を請求できない事情がある場合）

ゴルフ用品損害補償
特約

ホールインワン
・アルバトロス
費用補償特約

傷害医療費用保険金
支払特約

2 免責金額は3,000円です。

1

　このパンフレットは「DAY-GO! けがの保険」（傷害総合保険）の概要をご紹介したものです。ご契約の際は

必ず「重要事項説明書」をお読みください。また、詳細は「ご契約のしおり（普通保険約款・特約集）」をご用意

しておりますので、必要に応じて、取扱代理店へご請求ください。その他ご不明な点につきましては取扱代理

店または弊社にご照会ください。取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収

・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行なっております。したがいまして、取扱代理店と

ご契約いただいて有効に成立した保険契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。
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24時間・365日受付
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通話料
無料

P火災11-1910　L16-116 R1.10

保険会社との間で問題を解決できない場合は

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター

詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/）

ナビダイヤル 0570-022808（通話料有料）
受付時間：午前9：15～午後5：00（土日・祝日および12/30～1/4を除きます）

　弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争
解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契
約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には
一般社団法人 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことがで
きます。

詳しい情報については、弊社ホームページ（http://www.daidokasai.co.jp/）に掲載しています。

Web約款のご利用をおすすめしています。
「ご契約のしおり（約款）」を「冊子」ではなくインターネット
を利用して、弊社のホームページでご確認いただける
「Web約款」をおすすめしております。ご契約時に、Web 
約款をご希望し、「ご契約のしおり（約款）」のお届けを省略
させていただく場合、弊社より沖縄県の「サンゴ礁保全・再

申込書にてWeb約款を
ご選択いただく。

紙やインク、
エネルギーが削減される。

紙資源となる
森林保全に貢献する。

サンゴ保全活動に
寄付する。

沖縄のサンゴを育む。

生活動」を行う団体等に寄付させていただきます。
また、「Web約款」のご利用は紙の資源である森林保全
にも貢献しますので、ぜひご利用ください。
弊社は、お客さまとともに「地球環境の保全促進活動」
に全社を挙げて取り組んでまいります。

弊社の保険商品に関するお問い合わせ・ご相談などはこちらにご連絡ください。

お問い合わせ・ご相談 0120-671-071（お客さま相談センター）
0120-331-308（お客さま相談センター）ご不満・ご意見・ご要望

受付時間：午前9：00～午後5：00
（土日・祝日および12/31～1/3を除きます）

フリーダイヤル

お客さま相談センター

フリーダイヤル

この島の損保。

この島の損保。 2019年（令和元年）10月1日以降始期用
住宅生活総合保険

くるまの保険

3 つの D A Y - GO !  保 険シリーズ
すまいの保険 けがの保険

大同火災の「　　　　　」は、お客さまと
ご家族を取り巻く様々なリスクから
しっかりお守りし、あんしん・あんぜんを
ご提供いたします。

あんしん・あんぜんをご提供する3つのDAY-GO!保険シリーズ

▲くるまの保険
どんな自動車事故も
これであんしん！

▲すまいの保険
あらゆるリスクから
すまいをお守りします。

▲けがの保険
万が一のケガから

お客さまをお守りします。

大同火災の「　　　　」は、
「安心」「充実」「納得」「家族」
をコンセプトに、暮らし（DAY）
のさまざまなリスクをカバー
する総合保険として、お客さま
とご家族をしっかりお守りし、
充実の補償をご提供いたし
ます。

このパンフレットはDAY-GO!すまいの保険の概要をご紹介したものです。詳細は普通保険約款および特約によりますが、ご契約手続、保険金のお支払条
件、その他ご不明の点がありましたら取扱代理店または弊社にご照会ください。弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領
収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につ
きましては弊社と直接契約されたものとなります。なお、詳細につきましては「ご契約のしおり」をご覧ください。

「この島の損保。」 平成27年10月１日以降保険始期用
住宅生活総合保険

くるまの保険

3 つの D A Y - GO !  保 険シリーズ
すまいの保険 けがの保険

大同火災の「　　　　　」は、お客さまと
ご家族を取り巻く様々なリスクから
しっかりお守りし、あんしん・あんぜんを
ご提供いたします。

※万が一事故の際には、下記事故受付センターにご連絡ください。

事故受付センター

0120-091-161（通話料無料）フリーダイヤル

Ｐ傷害18-2004　Ｌ14-289　2019.12

通話料
無料

FAX. 098-863-5596




