
0120-091-161
（24時間・365日対応）

万が一の
事故の際には フリーダイヤル

 P新種15-1810 L18-034 H30.10（新設）

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。

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。 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。

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 事故受付センター

フリーダイヤル

「この島の損保。」 平成30年１０月１日以降保険始期用

業務災害補償保険
DAY-PRO!
いつもいっしょに。個人も、法人も、プロフェッショナルを応援。●万が一、事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通

知の上、保険金請求の手続きをお取りください。この通知が遅れますと保
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。
●弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付けを完了した日から、原則
として30日以内に保険金をお支払いいたします。ただし、次のような事
由が生じた場合には、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由
ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があ
ります。
①警察、検察、消防その他の公的機関による捜査・調査の結果を得る必要
がある場合
②専門機関による鑑定などの結果を得る必要がある場合
●保険金請求権には時効（3年）がありますのでご注意ください。

●この保険と補償内容が重なる他の保険契約等がある場合、発生した損害に
対して既に支払われた保険金の有無によって弊社がお支払いする保険金の
額が異なります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」をご覧ください。
●法律上の損害賠償責任を補償するご契約の場合、損害賠償事故に関わる
示談交渉は弊社とご相談のうえ、お進めください。あらかじめ弊社の承認
を得ないで損害賠償責任の全部もしくは一部を認めた場合、または損害
賠償金などを支払われた場合には、その一部または全部について保険金
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。また、保険会社
が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万
が一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、損害賠償
問題が円滑に解決するようにご相談に応じさせていただきます。
●事故の際、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる保
険契約の状況や保険金請求の状況などについて他の保険会社に確認を行っ
ております。確認内容は保険金支払いの目的以外には利用いたしません。

万が一事故がおきた場合には

このパンフレットはDAY-PRO! 業務災害補償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をご確認ください。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

その他ご注意いただきたいこと
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。 この島の事業活動を支えるぞ。

「この島の損保。」

見やすいユニバー
サルデザインフォ
ントを採用してい
ます。

「この島の損保。」

「この島の損保。」

P賠償21-2004　L18-043　2020.7（改定）

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。

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。 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。

「この島の損保。」

「この島の損保。」 2020年７月１日以降保険始期用

賠責総合保険
この島の事業活動を支えるぞ。

DAY-PRO!
いつもいっしょに。個人も、法人も、プロフェッショナルを応援。●万が一、事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通

知の上、保険金請求の手続きをお取りください。この通知が遅れますと保
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。

●弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付けを完了した日から、原則
として30日以内に保険金をお支払いいたします。ただし、次のような事由
が生じた場合には、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごと
に定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があります。
①警察、検察、消防その他の公的機関による捜査・調査の結果を得る必要
がある場合
②専門機関による鑑定などの結果を得る必要がある場合
●保険金請求権には時効（3年）がありますのでご注意ください。
●この保険と補償内容が重なる他の保険契約等がある場合、発生した損害に
対して既に支払われた保険金の有無によって弊社がお支払いする保険金の
額が異なります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」をご覧ください。

●法律上の損害賠償責任を補償するご契約の場合、損害賠償事故に関わる
示談交渉は弊社とご相談のうえ、お進めください。あらかじめ弊社の承認
を得ないで損害賠償責任の全部もしくは一部を認めた場合、または損害
賠償金などを支払われた場合には、その一部または全部について保険金
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。また、保険会社
が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万
が一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、損害賠償
問題が円滑に解決するようにご相談に応じさせていただきます。
●事故の際、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる保
険契約の状況や保険金請求の状況などについて他の保険会社に確認を行っ
ております。確認内容は保険金支払いの目的以外には利用いたしません。
●賠償責任保険において、被保険者（加害者）に対して損害賠償請求権を有す
る保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権（費用
保険金に関するものを除きます。）について、先取特権を有します。詳しくは
「重要事項説明書」をご覧ください。

万が一事故がおきた場合には

このパンフレットはDAY-PRO! 賠責総合保険の概要をご紹介したもので
す。詳細は普通保険約款、特別約款、特約をご確認ください。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

その他ご注意いただきたいこと
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。

0120-091-161
（24時間・365日対応）

万が一の
事故の際には フリーダイヤルお問い合わせ・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 事故受付センター

フリーダイヤル

見やすいユニバー
サルデザインフォ
ントを採用してい
ます。

この島の損保。

事業財産保険
この島の事業活動を支えるぞ。

DAY-PRO!
いつもいっしょに。個人も、法人も、プロフェッショナルを応援。

●万が一、事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通
知の上、保険金請求の手続きをお取りください。この通知が遅れますと保
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。
●弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付けを完了した日から、原則
として30日以内に保険金をお支払いいたします。ただし、次のような事
由が生じた場合には、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由
ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があ
ります。
①警察、検察、消防その他の公的機関による捜査・調査の結果を得る必要
がある場合
②専門機関による鑑定などの結果を得る必要がある場合
●保険金請求権には時効（3年）がありますのでご注意ください。
●損害保険金の支払額が1回の事故について保険金額（注）の100％になる場
合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお、100％に満たない限り、保
険金のお支払いが何回あったとしても保険金額は減額されずにご契約は
満期日まで有効です。

　（注）保険金額が再取得価額を超える場合は再取得価額を保険金額とします。

●この保険と補償内容が重なる他の保険契約等がある場合、発生した損害
に対して既に支払われた保険金の有無によって弊社がお支払いする保険
金の額が異なります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」をご覧くだ
さい。
●法律上の損害賠償責任を補償するご契約の場合、損害賠償事故に関わる
示談交渉は弊社とご相談のうえ、お進めください。あらかじめ弊社の承認
を得ないで損害賠償責任の全部もしくは一部を認めた場合、または損害
賠償金などを支払われた場合には、その一部または全部について保険金
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。また、保険会社
が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万
が一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、損害賠償
問題が円滑に解決するようにご相談に応じさせていただきます。
●事故の際、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる
保険契約の状況や保険金請求の状況などについて他の保険会社に確認を
行っております。確認内容は保険金支払いの目的以外には利用いたしま
せん。

万が一事故がおきた場合には

このパンフレットはDAY-PRO! 事業財産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をご確認ください。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

その他ご注意いただきたいこと
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。

2019年（令和元年）10月1日以降始期用

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。

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 事故受付センター

フリーダイヤル

この島の損保。

P火災13-1910　Ｌ16-117　Ｒ1.10

　　0120-091-161（通話料無料）
※万が一の事故の際には、下記事故受付センターにご連絡ください。

「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。

Ｐ自保01-2001　Ｌ17-030　2019.9

用語のご説明

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。

24時間・365日受付

0120-091-161 通話料
無料（ ）

2020年１月以降始期契約用

ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券に記載された被保険者をいいます。

記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の
子（未婚の子は、これまでに一度も婚姻歴がない子をいいます。）。

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます（以下の
要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。）。
※婚約とは異なります。
①婚姻意思＊を有すること。 
②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。 
＊戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思を言います。

記名被保険者

ご 家 族

配 偶 者

この島の損保。

本　店　〒900-8586　沖縄県那覇市久茂地1丁目12番1号
〈ホームページアドレス〉　http://www.daidokasai.co.jp/

見やすいユニバー
サルデザインフォ
ントを採用してい
ます。

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

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

小さなバイクから
大きなトラックまで。

一般自動車保険

2020年１月以降始期契約用

P自保02-1901　L16-114　2019.10

森林の保全に貢献する。 寄付をする。

「Web約款」は、インターネットを利用して、弊社の
ホームページでご覧いただける約款です。ご契約時に、
「冊子の約款」の送付に代えて、「Web約款」を選択いた
だいた場合、弊社より沖縄県の「サンゴ礁保全・再生活
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。

24時間・365日受付

（通話料無料）

この島の損保。

本　店　〒900-8586　沖縄県那覇市久茂地1丁目12番1号
〈ホームページアドレス〉　http://www.daidokasai.co.jp/

見やすいユニバー
サルデザインフォ
ントを採用してい
ます。

用語のご説明
ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券に記載された被保険者をいいます。

記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の
子（未婚の子は、これまでに一度も婚姻歴がない子を言います。）。

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます（以下の
要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。）。
※婚約とは異なります。
①婚姻意思＊を有すること。 
②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。 
＊戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思を言います。

記名被保険者

ご 家 族

配 偶 者

〒900-8586　沖縄県那覇市久茂地1丁目12番1号
TEL 098-867-1161

この島の損保。

この島の損保。

http://www.daidokasai.co.jp/

変化の激しい時代のなかで、リスクの形も常に変化しています。
地域に根ざした私たちだからこそできる商品・サービスをご用意しています。

●企業向け自動車保険

DAY-GO! くるまの保険

旧盆期間中の運転者範囲に関する特約 〈くるまの保険〉 訃報広告費用補償特約 〈けがの保険〉

・DAP（一般自動車保険）

DAY-GO!ブランド

当社独自の特約（オプション）　※詳細は最寄りの当社代理店または営業店へお問い合わせください。

●賠償責任に関する保険

・DAY-PRO! 賠責総合保険
・請負業者賠償責任保険
・PL(生産物賠償責任)保険
・受託者賠償責任保険

●工事に関する保険

・建設工事保険
・組立保険

●旅行・イベント等に関する保険

・旅行特別補償保険
・ヨット・モーターボート総合保険
・レクリェーション傷害保険

●その他の保険

・船舶保険　・運送保険　・貨物保険

※その他商品も取り扱っております。
　詳細は最寄りの当社代理店
　または営業店へお問い合わせください。

●労災等に関する保険

・DAY-PRO! 業務災害補償保険
・労働災害総合保険

●企業財産に関する保険

・DAY-PRO! 事業財産保険
・動産総合保険
・機械保険

つの理由3 選ばれる
つの理由3 選ばれる

●くるまの事故にかか
る損害を幅広く補償
●充実の保険料割引
制度・あんしんのサ
ポート体制
●ニーズにあわせた
商 品 設 計 が 可 能
（基本契約にプラス
オプションで大きな
安心）

DAY-GO! すまいの保険
つの理由3 選ばれる
つの理由3 選ばれる

●すまいにかかる幅広
い損害を補償
●建物だけでなく、家
財も補償
●ニーズにあわせた
商 品 設 計 が 可 能
（ワイドプラン、スタ
ンダードプラン、エ
コノミープラン）

DAY-GO! けがの保険
つの理由3 選ばれる
つの理由3 選ばれる

●けがの補償に加え、
各種費用を補償
●熱中症のリスクを
補償
●ニーズにあわせた
商 品 設 計 が 可 能
（自動車保険や医療
保険加入者向けプラ
ン等）

いつもいっしょに。人と、家族と、この島と。
「DAY-GO！」の「DAY」は「Daido Always by Your Side」を表し、日々の暮らしの中
で、大同火災がいつも県民の皆さまに寄り添い、あんしん、あんぜんをご提供するとい
う思いを込めています。大同火災は、これからもふるさと「沖縄」、そして「県民の皆さま」
と一緒に歩んでまいります。

　「訃報広告費用補償特約」を
セットすることにより、沖縄県
では社会的慣習となっている、
新聞等への告別式広告の掲載
にかかる費用を補償します。

　旧盆期間中（旧暦の７月
13日～15日）およびその前
後１日について一時的に運
転者および年齢条件の範囲
を拡大する特約です。

（参考：５cm×２段　11万円程度）

個人のお客さま向け商品案内

企業（事業者）のお客さま向け主な商品案内

Corporate Profile
会社案内　2020



第13次中期経営計画
スタート

生命保険の取扱い開始
あんしん・あんぜん推進室の開設

大同火災ビジネスパートナーズ㈱設立

創業70周年
記念事業

第1 次中期経営
計画スタート

大同火災損害調査㈱設立

ナナサンマル（交通方法変更実施）
※自動車等の左車線運行

本土復帰　※大同火災として大蔵省の認可を受ける

海洋博覧会開幕

共和火災設立
※沖縄火災・南西火災の合併・球陽自動車の営業譲渡

本土損保会社の沖縄参入はじまる

大同火災設立　※琉球火災と共和火災の対等合併

琉球火災創業

創業50周年記念事業実施

創業60周年記念事業実施
島エコプロジェクトスタート

本社ビル竣工（那覇市久茂地）

旧・本社ビル竣工（那覇市久米）
※現・久米ビル

　日頃より大同火災をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

　当社は、1950年に米軍施政権下の沖縄県において誕生した琉球火災を前身会社とする

日本で唯一地方に存立基盤を置く損害保険会社です。創業以来、保険事業を通じて郷土の

復興や地域経済の発展に密接に関わり、沖縄県民の皆さまとともに歩んでまいりました。

　近年は、少子高齢化の進展やライフスタイルの変化、自然災害の激甚化や感染症リスク

の台頭および経済活動の高度化、複雑化に伴い、個人や企業を取り巻くリスクも多様化し

ています。当社はこれからも「この島の損保。」として、万一の事故や災害または将来の不

安に備えた補償ニーズに損害保険および生命保険の両方から的確にお応えしていくこと

により、「お客さまから支持され、沖縄とともに成長し続ける企業」を目指し取り組んでま

いります。

　今後ともより一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

2020年7月

取締役社長

社 是

大同火災のあゆみ
皆さまに支えられて70年

1950年1950年

1963年1963年

1971年1971年

1972年1972年

1974年1974年

1975年1975年

1978年1978年

1985年1985年

1989年1989年

1992年1992年

1994年1994年

2000年2000年

2010年2010年

2013年2013年

2015年2015年

2019年2019年
2020年2020年

われわれは 損害保険の公共的使命に鑑み その普及を図り 適正迅速な保障を行う

われわれは 企業の信用と繁栄を築き 社会に奉仕する

われわれは 知性を高め よりよき損保人となるよう努力する

●

●

●

　当社は、沖縄県那覇市に本店を置き、主として沖縄県を対象として損害保険事業を営んでいます。国内損害保険会社のな

かで唯一地方に存立基盤を有する会社であり、地域の損害保険会社として地域社会とともに発展してきました。

　前身会社である「琉球火災」と「共和火災」では、戦後沖縄の復興期に琉球復興金融基盤融資による民間住宅の火災保険引

受け等、生活の安定と健全な経済活動の維持に努め、また琉球政府の自動車損害賠償保障法の施行に伴う自賠責保険業務を

民営保険として運営し、交通事故被害者の救済に当たってきました。1972（昭和47）年には、本土復帰と同時に国内元受損害

保険会社として20番目の認可を受け、新たな一歩を踏み出しました。

ごあいさつ 経営理念

地域社会とともに発展する大同火災

01 Corporate Profile Corporate Profile 02

デイゴーマンデイゴーマン
LINEスタンプLINEスタンプ

スタンプの当社売上金は
すべて社会福祉事業等に
寄附させていただきます。

スタンプの当社売上金は
すべて社会福祉事業等に
寄附させていただきます。

(１セット：全 40パターン )

好評
発売中!!

好評
発売中!!



516

42

2018年度

17,122

569

2019年度

780

195

2018年度

353

2019年度

16,704

会社概要 沖縄の交通安全のために

その他 社会貢献活動について

代表的な経営指標（2019年度）

トピックス

名　称：大同火災海上保険株式会社

創　業：1950（昭和25）年9月8日

資本金：10億5,400万円

本店所在地：沖縄県那覇市久茂地1-12-1

従業員数：320名（2020年３月31日現在）

ホームページアドレス：https://www.daidokasai.co.jp/

正味収入保険料

南部支社リニューアルオープン ～営業拠点再編～

20,000

2017年度

16,691

2018年度 2019年度 2017年度

51.8

2018年度

海上 0.6% その他 8.4%

自動車 66.4%

傷害 3.6%
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　当社では、本島南部エリアを担当する南部支社について、営業部門と損害サービス部門の一体化による「お

客さま本位」のサービス体制の実現と営業推進態勢の更なる強化を目的に、2018年10月に旧糸満支社と旧与

那原支社を統合し、大型化しておりまし

た。

　上記機能の更なる充実と効率性およ

び戦略性の観点から、2020年5月18日、

支社所在地を現在の与那原町から八重

瀬町（伊覇地区）へ移転しリニューアル

オープンいたしました。

　今後も地域の皆さまから支持され、地

域とともに成長し続ける南部支社とな

るよう取り組んでまいります。

交通安全講習会の実施（2019年度：計295回実施）
　当社は、県内の交通事故発生防止に向け、無償で企業団体や学校

へ講習会を実施しています。2019年度の開催回数は295回となり、

過去最高となりました。

　講習会では、交通事故の実態、事故加害者の法的責任や道義的責

任、危険回避の方法および自動車保険加入の重要性など、参加対象

者に合わせたカリキュラムを通じて、安全運転の啓発に取り組ん

でいます。

　また、若年層の交通事故防止を目的として、高校・大学・専門学校

を訪問し、交通事故の恐ろしさや悲惨さ、交通事故を未然に防ぐた

めの方法等をテーマとした講習会も継続して実施しています。

社会福祉：車椅子の寄贈

　当社は1990年より継続して車椅子を寄贈しています。また、

2015年度からは、競技用車椅子を沖縄県障がい者スポーツ協

会へ寄贈しています。寄贈台数は2019年度の寄贈（11台）を含

めて30年間で延べ992台となりました。

環境保全：「サンゴ礁保全・再生活動」への寄付支援

　当社は創業60周年事業（2011年）から継続して「サンゴ礁保

全・再生活動」を行う団体「NPO法人アクアプラネット」に対し

て寄付を行っており、これまでに植え付けたサンゴの本数は延

べ1,250本※となりました。

※当社寄付金額より換算した植え付け本数です。

スポーツ育成支援：デイゴーマンカップ少年サッカー大会

　「9歳以下の子ども達を対象としたサッカー大会が少ない」と

の声を受けて、当社とFC琉球が連携し、2011年から「大同火災

PresentsデイゴーマンカップU-9サッカー大会」を継続して開

催しています。

沖縄県交通遺児育成会への寄付
　交通事故被害者への支援を目的として、役職員より募った募金と、当

社キャラクター「デイゴーマン」のLINEスタンプ収益金全額を合わせ

て、公益財団法人 沖縄県交通遺児育成会へ寄付金を贈呈しています。

那覇市へのランドセルカバーの寄贈
　那覇市へのランドセルカバーの寄贈は、登校に不慣れな新小学1年生

の交通安全を願って株式会社旭堂と共同で、2006年より続けています。

15回目となる今年は、市内の小学1年生へ3,400枚の黄色いランドセル

カバーを寄贈しました。
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営業店・事故対応サービス拠点のご案内 事故対応サービス体制

大同火災の代理店

生命保険の取り扱いについて

24時間・365日事故受付サービス

代理店の役割と業務内容 代理店教育

当社では、24時間・365日、お客さまからの事故に
関するご連絡を受ける体制を整えています。

沖縄県内を中心に1,411店（本島：1,196店、宮古：82店、八重山：52店、その他：81店）の代理店が
保険の専門家としてお客さまのニーズを的確に把握し、親身で丁寧な商品・サービスを提供しま
す。＜2020年３月31日現在＞

24時間・365日事故受付サービス

■事故受付窓口（沖縄県内5か所）

0120-091-161　 R

事故受付センター・中部損害サービスセンター・
北部分室・宮古支社・八重山支社

■スタッフ
当社およびグループ会社の専門スタッフが約150名
在籍しており、迅速・丁寧な事故対応に努めています。

※上記事故受付窓口および全営業店舗において、事故に関する
　ご相談をお受けしています。

代理店は、当社との間で締結した委託契約に基づき、
当社に代わって損害保険の契約募集（保険契約の締
結、保険料の領収等）を行います。また、災害や事故が
発生した場合は、迅速に保険金が支払われるよう、保
険金のご請求についてのアドバイスをするなど、幅
広くきめ細やかなコンサルティング活動を行いお客
さまからの要請に応えています。

当社では地域から信頼され、お客さまニーズの的確
な把握による質の高いサービスを提供できる代理店
を育成しています。資格取得に必要な所定のカリ
キュラムによる教育や商品知識、販売知識、事務処
理、事故処理等の業務知識や防災・法律・税務関係等
の周辺知識を身につけるための幅広い教育を実施
し、お客さまサービスの充実を図っています。

大同火災の自動車保険は3つの魅力でお客さまの万が一のときサポートします。
魅力 ① 県内９か所の営業店が、お客さまの身近なところから保険のサポートをします。
魅力 ② 県内８か所の事故対応サービス拠点があり、万が一のときに迅速・丁寧に対応します。
魅力 ③ 沖縄県内を中心に1,411店の代理店を有しており、お客さまをサポートします。

● 北部分室

● 中部損害サービスセンター

● 八重山支社事故受付窓口

● 宮古支社事故受付窓口

● 事故受付センター

①那覇支社
　〒900-0033 那覇市久米2-2-20（4F）
　TEL：（098）860-3858
②自動車営業課
　〒900-8586 那覇市久茂地1-12-1
　TEL：（098）869-5600
③企業法人課
　〒900-8586 那覇市久茂地1-12-1
　TEL：（098）869-1281
④宮古支社
　〒906-0013 宮古島市平良下里1245-8
　TEL：（0980）72-3215
⑤八重山支社
　〒907-0012 石垣市美崎町4-7
　TEL：（0980）82-3063

【事故受付・損害調査拠点】
●事故受付センター　 ▲

自動車保険（車両損害） TEL：（098）869-1285　 ▲

自動車保険（人身事故） TEL：（098）869-1280　 ▲

火災・傷害保険など TEL：（098）869-3119
●中部損害サービスセンター  TEL：（098）930-5572
●北部分室  TEL：（0980）52-7614
●宮古支社（事故受付窓口）  TEL：（0980）72-3215
●八重山支社（事故受付窓口）  TEL：（0980）82-3063

【損害調査拠点】
●那覇センター  TEL：（098）869-5627
●うらそえセンター  TEL :（098）877-5131
●南部センター  TEL : （098）851-3384

⑥中部支社
　〒904-2173 沖縄市比屋根1-9-5
　TEL：（098）930-7331
⑦うらそえ支社
　〒901-2134 浦添市港川2-2-1
　TEL：（098）879-3663
⑧北部支社
　〒905-0021 名護市東江1-14-8
　TEL：（0980）52-3850
⑨南部支社
　〒901-0405 八重瀬町伊覇80-2
　TEL：（098）851-3147

営業第二部 事故対応サービス拠点営業第一部

生命保険を活用した総合コンサルティングにより、お客さまへより一層の
あんしん・あんぜんをお届けします。
※大同火災海上保険株式会社は、東京海上日動あんしん生命保険株式会社との業務提携により、業務の代理・事務の代行として生命保険を
　取り扱っています。

大同火災グループについて

当社および子会社2社により構成されています。

大同火災が、お客さまの充実した
カーライフをサポートします！

● 南部センター

大同火災海上保険株式会社
（損害保険事業）

大同火災損害調査株式会社
（各種保険事故の損害調査業務）

大同火災ビジネスパートナーズ株式会社
（直資型代理店）

…営業拠点、事故対応サービス拠点★

⑥中部支社

⑨南部支社

⑦うらそえ支社

⑧北部支社

②自動車営業課
③企業法人課

④宮古支社

⑤八重山支社

● うらそえセンター

● 那覇センター
①那覇支社
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0120-091-161
（24時間・365日対応）

万が一の
事故の際には フリーダイヤル

 P新種15-1810 L18-034 H30.10（新設）

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。

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。 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。

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 事故受付センター

フリーダイヤル

「この島の損保。」 平成30年１０月１日以降保険始期用

業務災害補償保険
DAY-PRO!
いつもいっしょに。個人も、法人も、プロフェッショナルを応援。●万が一、事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通

知の上、保険金請求の手続きをお取りください。この通知が遅れますと保
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。
●弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付けを完了した日から、原則
として30日以内に保険金をお支払いいたします。ただし、次のような事
由が生じた場合には、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由
ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があ
ります。
①警察、検察、消防その他の公的機関による捜査・調査の結果を得る必要
がある場合
②専門機関による鑑定などの結果を得る必要がある場合
●保険金請求権には時効（3年）がありますのでご注意ください。

●この保険と補償内容が重なる他の保険契約等がある場合、発生した損害に
対して既に支払われた保険金の有無によって弊社がお支払いする保険金の
額が異なります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」をご覧ください。
●法律上の損害賠償責任を補償するご契約の場合、損害賠償事故に関わる
示談交渉は弊社とご相談のうえ、お進めください。あらかじめ弊社の承認
を得ないで損害賠償責任の全部もしくは一部を認めた場合、または損害
賠償金などを支払われた場合には、その一部または全部について保険金
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。また、保険会社
が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万
が一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、損害賠償
問題が円滑に解決するようにご相談に応じさせていただきます。
●事故の際、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる保
険契約の状況や保険金請求の状況などについて他の保険会社に確認を行っ
ております。確認内容は保険金支払いの目的以外には利用いたしません。

万が一事故がおきた場合には

このパンフレットはDAY-PRO! 業務災害補償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をご確認ください。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

その他ご注意いただきたいこと
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。 この島の事業活動を支えるぞ。

「この島の損保。」

見やすいユニバー
サルデザインフォ
ントを採用してい
ます。

「この島の損保。」

「この島の損保。」

P賠償21-2004　L18-043　2020.7（改定）

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。

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。 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。

「この島の損保。」

「この島の損保。」 2020年７月１日以降保険始期用

賠責総合保険
この島の事業活動を支えるぞ。

DAY-PRO!
いつもいっしょに。個人も、法人も、プロフェッショナルを応援。●万が一、事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通

知の上、保険金請求の手続きをお取りください。この通知が遅れますと保
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。

●弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付けを完了した日から、原則
として30日以内に保険金をお支払いいたします。ただし、次のような事由
が生じた場合には、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごと
に定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があります。
①警察、検察、消防その他の公的機関による捜査・調査の結果を得る必要
がある場合
②専門機関による鑑定などの結果を得る必要がある場合
●保険金請求権には時効（3年）がありますのでご注意ください。
●この保険と補償内容が重なる他の保険契約等がある場合、発生した損害に
対して既に支払われた保険金の有無によって弊社がお支払いする保険金の
額が異なります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」をご覧ください。

●法律上の損害賠償責任を補償するご契約の場合、損害賠償事故に関わる
示談交渉は弊社とご相談のうえ、お進めください。あらかじめ弊社の承認
を得ないで損害賠償責任の全部もしくは一部を認めた場合、または損害
賠償金などを支払われた場合には、その一部または全部について保険金
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。また、保険会社
が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万
が一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、損害賠償
問題が円滑に解決するようにご相談に応じさせていただきます。
●事故の際、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる保
険契約の状況や保険金請求の状況などについて他の保険会社に確認を行っ
ております。確認内容は保険金支払いの目的以外には利用いたしません。
●賠償責任保険において、被保険者（加害者）に対して損害賠償請求権を有す
る保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権（費用
保険金に関するものを除きます。）について、先取特権を有します。詳しくは
「重要事項説明書」をご覧ください。

万が一事故がおきた場合には

このパンフレットはDAY-PRO! 賠責総合保険の概要をご紹介したもので
す。詳細は普通保険約款、特別約款、特約をご確認ください。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

その他ご注意いただきたいこと
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。

0120-091-161
（24時間・365日対応）

万が一の
事故の際には フリーダイヤルお問い合わせ・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 事故受付センター

フリーダイヤル

見やすいユニバー
サルデザインフォ
ントを採用してい
ます。

この島の損保。

事業財産保険
この島の事業活動を支えるぞ。

DAY-PRO!
いつもいっしょに。個人も、法人も、プロフェッショナルを応援。

●万が一、事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通
知の上、保険金請求の手続きをお取りください。この通知が遅れますと保
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。
●弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付けを完了した日から、原則
として30日以内に保険金をお支払いいたします。ただし、次のような事
由が生じた場合には、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由
ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があ
ります。
①警察、検察、消防その他の公的機関による捜査・調査の結果を得る必要
がある場合
②専門機関による鑑定などの結果を得る必要がある場合
●保険金請求権には時効（3年）がありますのでご注意ください。
●損害保険金の支払額が1回の事故について保険金額（注）の100％になる場
合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお、100％に満たない限り、保
険金のお支払いが何回あったとしても保険金額は減額されずにご契約は
満期日まで有効です。

　（注）保険金額が再取得価額を超える場合は再取得価額を保険金額とします。

●この保険と補償内容が重なる他の保険契約等がある場合、発生した損害
に対して既に支払われた保険金の有無によって弊社がお支払いする保険
金の額が異なります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」をご覧くだ
さい。
●法律上の損害賠償責任を補償するご契約の場合、損害賠償事故に関わる
示談交渉は弊社とご相談のうえ、お進めください。あらかじめ弊社の承認
を得ないで損害賠償責任の全部もしくは一部を認めた場合、または損害
賠償金などを支払われた場合には、その一部または全部について保険金
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。また、保険会社
が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万
が一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、損害賠償
問題が円滑に解決するようにご相談に応じさせていただきます。
●事故の際、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる
保険契約の状況や保険金請求の状況などについて他の保険会社に確認を
行っております。確認内容は保険金支払いの目的以外には利用いたしま
せん。

万が一事故がおきた場合には

このパンフレットはDAY-PRO! 事業財産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をご確認ください。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

その他ご注意いただきたいこと
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。

2019年（令和元年）10月1日以降始期用

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。

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 事故受付センター

フリーダイヤル

この島の損保。

P火災13-1910　Ｌ16-117　Ｒ1.10

　　0120-091-161（通話料無料）
※万が一の事故の際には、下記事故受付センターにご連絡ください。

「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。

Ｐ自保01-2001　Ｌ17-030　2019.9

用語のご説明

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。

24時間・365日受付

0120-091-161 通話料
無料（ ）

2020年１月以降始期契約用

ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券に記載された被保険者をいいます。

記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の
子（未婚の子は、これまでに一度も婚姻歴がない子をいいます。）。

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます（以下の
要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。）。
※婚約とは異なります。
①婚姻意思＊を有すること。 
②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。 
＊戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思を言います。

記名被保険者

ご 家 族

配 偶 者

この島の損保。

本　店　〒900-8586　沖縄県那覇市久茂地1丁目12番1号
〈ホームページアドレス〉　http://www.daidokasai.co.jp/

見やすいユニバー
サルデザインフォ
ントを採用してい
ます。

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

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

小さなバイクから
大きなトラックまで。

一般自動車保険

2020年１月以降始期契約用

P自保02-1901　L16-114　2019.10

森林の保全に貢献する。 寄付をする。

「Web約款」は、インターネットを利用して、弊社の
ホームページでご覧いただける約款です。ご契約時に、
「冊子の約款」の送付に代えて、「Web約款」を選択いた
だいた場合、弊社より沖縄県の「サンゴ礁保全・再生活
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。

24時間・365日受付

（通話料無料）

この島の損保。

本　店　〒900-8586　沖縄県那覇市久茂地1丁目12番1号
〈ホームページアドレス〉　http://www.daidokasai.co.jp/

見やすいユニバー
サルデザインフォ
ントを採用してい
ます。

用語のご説明
ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券に記載された被保険者をいいます。

記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の
子（未婚の子は、これまでに一度も婚姻歴がない子を言います。）。

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます（以下の
要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。）。
※婚約とは異なります。
①婚姻意思＊を有すること。 
②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。 
＊戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思を言います。

記名被保険者

ご 家 族

配 偶 者

〒900-8586　沖縄県那覇市久茂地1丁目12番1号
TEL 098-867-1161

この島の損保。

この島の損保。

http://www.daidokasai.co.jp/

変化の激しい時代のなかで、リスクの形も常に変化しています。
地域に根ざした私たちだからこそできる商品・サービスをご用意しています。

●企業向け自動車保険

DAY-GO! くるまの保険

旧盆期間中の運転者範囲に関する特約 〈くるまの保険〉 訃報広告費用補償特約 〈けがの保険〉

・DAP（一般自動車保険）

DAY-GO!ブランド

当社独自の特約（オプション）　※詳細は最寄りの当社代理店または営業店へお問い合わせください。

●賠償責任に関する保険

・DAY-PRO! 賠責総合保険
・請負業者賠償責任保険
・PL(生産物賠償責任)保険
・受託者賠償責任保険

●工事に関する保険

・建設工事保険
・組立保険

●旅行・イベント等に関する保険

・旅行特別補償保険
・ヨット・モーターボート総合保険
・レクリェーション傷害保険

●その他の保険

・船舶保険　・運送保険　・貨物保険

※その他商品も取り扱っております。
　詳細は最寄りの当社代理店
　または営業店へお問い合わせください。

●労災等に関する保険

・DAY-PRO! 業務災害補償保険
・労働災害総合保険

●企業財産に関する保険

・DAY-PRO! 事業財産保険
・動産総合保険
・機械保険

つの理由3 選ばれる
つの理由3 選ばれる

●くるまの事故にかか
る損害を幅広く補償
●充実の保険料割引
制度・あんしんのサ
ポート体制
●ニーズにあわせた
商 品 設 計 が 可 能
（基本契約にプラス
オプションで大きな
安心）

DAY-GO! すまいの保険
つの理由3 選ばれる
つの理由3 選ばれる

●すまいにかかる幅広
い損害を補償
●建物だけでなく、家
財も補償
●ニーズにあわせた
商 品 設 計 が 可 能
（ワイドプラン、スタ
ンダードプラン、エ
コノミープラン）

DAY-GO! けがの保険
つの理由3 選ばれる
つの理由3 選ばれる

●けがの補償に加え、
各種費用を補償
●熱中症のリスクを
補償
●ニーズにあわせた
商 品 設 計 が 可 能
（自動車保険や医療
保険加入者向けプラ
ン等）

いつもいっしょに。人と、家族と、この島と。
「DAY-GO！」の「DAY」は「Daido Always by Your Side」を表し、日々の暮らしの中
で、大同火災がいつも県民の皆さまに寄り添い、あんしん、あんぜんをご提供するとい
う思いを込めています。大同火災は、これからもふるさと「沖縄」、そして「県民の皆さま」
と一緒に歩んでまいります。

　「訃報広告費用補償特約」を
セットすることにより、沖縄県
では社会的慣習となっている、
新聞等への告別式広告の掲載
にかかる費用を補償します。

　旧盆期間中（旧暦の７月
13日～15日）およびその前
後１日について一時的に運
転者および年齢条件の範囲
を拡大する特約です。

（参考：５cm×２段　11万円程度）

個人のお客さま向け商品案内

企業（事業者）のお客さま向け主な商品案内
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