熊本地震への取り組み
熊本地震により被害を受けられた皆さまに、
心よりお見舞い申し上げます。

当社では、熊本地震発生直後から、
「被害を受けられたお客さまのために、一日も早く保険金をお支払いする」という損害保険
会社としての使命を果たすべく、全社を挙げてお客さま対応に取り組んでいます。引き続き、代理店と一体となって、地震保
険等の迅速な保険金支払いと被災地域の復興支援に努めていきます。

一日も早いお支払いに向けた取り組み

グループ一体となった損害調査の実施

当社の立会拠点から遠方にある熊本の天草および水俣・人

熊本地震における体制

吉地区等では、あいおいニッセイ同和損保とグループ一体

に災害対策室、
被災地最寄りの熊本に立会拠点を設け、
一日

査を実施しました。

当社は、熊本地震発生直後から、本社に危機対策本部、福岡

で損害調査の体制を整備し、いち早くお客さまへの立会調

も早く保険金をお支払いする体制を整備しました。
その後、

ドローンを活用した損害調査

久留米、大分にも立会拠点を設置したほか、東京・駿河台に
対策室・立会拠点のサポートを行うバックアップセンター

を開設するなど、総勢約350名体制でお客さま対応に取り
組みました。

安全上の観点から損害把握が困難な工場の屋根等、事業者
向け地震保険の損害調査に、ドローンを積極的に活用し、
迅
速な対応を実現しました。

また、
事故受付センターでも、
発生直後から受付要員を増強

し、
最大時には約270名体制でお客さまをお待たせすること
のないよう、
事故のご連絡を受け付けました。

ドローンを活用した損害調査

熊本地震対策室（2016年4月）

被害を受けられたお客さまへの各種対応

全社を挙げた対応

災害救助法適用に伴う特別措置について

するなど、
全社を挙げた取り組みを行っています。

続手続の猶予」や、
「保険料払込の猶予」等の特別措置を実施

地域に向かい、被害物件の損害調査を行うなど、お客さま



地震発生翌日から、水・食料品等の支援物資の配送を開始

熊本地震により被害を受けられたお客さまに、
「ご契約の継

また、全国から多くの社員・鑑定人が応援要員として被災

しています。

対応にあたっています。

引き続き、一日も早いお客さまへの保険金支払いと被災地
復興支援のため、代理店とともに全力でお客さま対応に努
めていきます。

（2016年7月1日現在）
ご契約の継続手続の猶予

保険料払込の猶予

自 動 車 保 険 、 最長2016年10月31日 最長2016年10月31日
まで
火 災 保 険 、傷 まで
害保険など、
自賠責保険以
外の保険
自賠責保険

最長2016年7月15日 最長2016年10月31日
まで
まで

「熊本地震手続専用ダイヤル」
の開設

さまざまなお問い合わせに迅速かつ丁寧に対応するため、

配送された支援物資

お客さま訪問時に持参したお見舞いセット

まごころコール

熊本および大分で地震保険に加入し、事故の連絡をいただ

いていないお客さまを対象に、電話で被害の有無を確認す
る「まごころコール」を実施し、迅速かつ丁寧な保険金支払

いに取り組みました。また、電話がつながらないお客さま
には、
書面による請求のご案内を行っています。
4

専用ダイヤルを設け、継続手続きや証券再発行等の手続き、
および各種ご相談にお応えしました。

復興支援セミナーの開催

損害保険業界共通の取り組み

2016年6月に防災・減災への意識の高まりを受け、公的支

保険金請求書取り付けの省略

援策や地震等の災害対策等、復興に役立つ情報提供を目的

取り付けを省略し、より迅速な保険金支払いに向けて取り

熊本市内で開催された本セミナーには、お取引先をはじめ

地震保険をご請求されるお客さまに対し、保険金請求書の

としたセミナーを九州地区で開催しました。

組んでいます。

として約400名の方が出席されました。

自己申告にもとづく損害調査の導入

木造建物や家財等に損害が生じ、迅速な損害調査が困難な

場合には、
立会調査を省略し、
お客さまからの申告にもとづ

く書面の調査を導入しています。

ポスターの掲出やチラシの配布

各保険会社のご相談窓口を幅広く被災地域のお客さまにご
案内するため、
「損害保険に関する相談窓口のお知らせ」の

ポスターやリーフレットを作成し、
被災地域の避難所、自治
体等に掲出・配布しています。

熊本地震復興支援セミナーの様子

このたびの地震により、被災された
皆さまに心からお見舞い申し上げます。

損害保険に関する相談窓口のお知らせ
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、
一定以上の損害が発生している場合には保険金をお支払いいたします。
また、災害救助法が適用された地域の災害で被害を受けられた皆さまには、各種損害保険の継続契約の手続きや
保険料の払込を猶予する場合などがあります。詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

損害保険会社名

電話番号
0120-985-024
0120-101-101

損害保険会社名

電話番号

大同火災 ※16

0120-091-161

アイペット損保

0800-919-1525

東京海上日動 ※17

0120-699-644
0120-193-877

0120-119-110
0120-868-100

アクサ損保 ※2

日新火災 ※18

0120-25-7474

朝日火災 ※3

0120-120-555

日立キャピタル損保 ※19

0120-777-640

アニコム損保 ※4

0800-888-8256

富士火災 ※20

あいおいニッセイ同和損保 ※1

イーデザイン損保 ※5
エイチ・エス損保 ※6
SBI損保 ※7

0120-097-045
0120-098-040
0800-100-5503
0120-937-836
0800-2222-581
0800-8888-838

au損保 ※8

0800-700-0600

共栄火災 ※9

0120-044077
0120-044787

ジェイアイ ※10

0120-399-061

セコム損害保険 ※11
セゾン自動車火災 ※12
ソニー損保 ※13
損保ジャパン日本興亜 ※14
そんぽ24 ※15

0120-011-313

AIU ※25

0120-233-781

【事故受付センター】
（２４時間３６５日受付）
住宅・店舗など自動車保険以外に関するご連絡

0120－258－189（無料）

0120-61-8955
0120-886-801
0120-958-041
03-4588-7600

ゼネラリ ※27

0120-258-015

現代海上火災 ※28

0120-826-566

ニューインディア

0120-384-906

チューリッヒ ※29

0120-860-001
0120-879-108

※15 上段：損害に関する問合せ
（24時間365日）
下段：契約内容確認・手続きに関する問合せ
（平日9時～20時、
土日祝9時～17時）
※16 事故受付センター
（24時間、
土日祝含む）
、
下段：商品の問合せ
（9時～20時、
土日祝含む）
※17 上段：地震による被害の連絡
（24時間365日）
※18 地震による被害の連絡
（24時間365日）
※19 事故受付
（24時間365日）
、
下段：契約関係
（平日9時～18時、
土日祝9時～17時）
※20 上段：事故関係
（24時間受付）
、
※21 上段：地震保険の事故関係
下段：契約に関する問合せ
（平日9時～20時、
土日祝9時～17時）
（24時間365日）
、
下段：契約関係
（平日9時～22時、
土日祝9時～18時）
※22 上段：事故関係受付
下段：契約に関する相談
（平日9時～17時、
夜間休日は受付専用）
（24時間365日）
、
※23 上段：事故の連絡
（24時間365日）
※24 事故受付
※25 24時間対応
（24時間365日）
、
下段：家財保険に関する契約・相談窓口
（9時～18時）
※26 上段：事故受付
（24時間365日）
※27 事故連絡・相談専用コールサービス
（土日祝除く）
※28 9時～17時30分
（24時間365日）
、
下段：傷害保険
（24時間365日）
※29 上段：自動車保険・バイク保険

【損害保険の契約有無の照会受付】受付時間：午前9時15分～午後5時
（土・日・祝日を除く）

電話番号：0570-022808
（ナビダイヤル：通話料有料）

※IP電話からは、下記の直通番号へおかけください。
電話番号092-235-1761
（通話料有料）
受付時間：午前9時15分～午後5時
（土・日・祝日を除く）
※当面は、土・日・祝日も地震保険に関する相談をお受けいたします。

一般社団法人 外国損害保険協会

三井ダイレクト損保 ※22

アリアンツ火災海上

※1 上段：事故受付
（24時間365日）
、
下段：契約関係
（平日9時～19時、
土日祝9時～17時）
※2 上段：事故受付、
被害相談
（24時間365日）
、
下段：契約関連
（平日9時～20時、
土日祝9時～17時）
※3 「朝日火災あんしんダイヤル」24時間365日
（携帯電話・PHSからも利用可）
※4 平日9時30分～17時30分、
土日祝9時30分～15時30分
※5 上段：事故の相談
（24時間365日）
、
下段：契約関係
（平日9時30分～20時、
土日祝9時30分～18時）
※6 上段：事故受付
（24時間365日）
、
下段：相談窓口
（平日9時～17時）
※7 上段：事故受付
（24時間365日）
、
下段：契約手続
（9時～18時、
土日祝含む）
※8 問合せ、
相談：カスタマーセンター
（9時～18時）
※9 上段：地震保険
（建物・家財）
や傷害保険等の事故受付
（24時間365日）
下段：自動車保険の事故受付
（24時間365日）
※10 事故受付
（24時間365日）
※11 上段：事故受付
（24時間365日）
、
下段：相談窓口
（平日9時～12時、
13時～18時）
※12 上段：事故受付
（24時間365日）
、
下段：契約関係・相談等
（9時～17時30分）
※13 上段：地震保険の事故受付
（24時間365日）
下段：地震保険の契約に関する問合せ
（平日9時～17時、
土日祝を除く）
※14 上段：事故受付
（24時間365日）
、
下段：事故以外
（平日9時～20時、
土日祝9時～17時）

【日本損害保険協会の相談窓口】
そんぽADRセンター

三井住友海上 ※21

明治安田損保 ※23

アメリカンホーム ※26

0120-210-545
0120-333-962
0120-251-024
0120-281-389
0120-715-155
0120-474-505
0120-727-110
0120-888-089
0120-119-007
0120-919-200

にて承っております。

0120-220-557
0120-228-386
0120-258-189
0120-632-277
0120-258-312
0120-312-645
0120-550-346
0120-255-400

エース保険 ※24

☎03‐5425‐7850

自然災害損保契約照会センター：0570-001830

お客さまからの被害状況等に関するご連絡は、当社保険金
お支払センター、
ご契約の取扱代理店、
または下記の連絡先

直通番号：03-6836-1003（通話料有料）

※当面は、土・日・祝日も照会をお受けいたします。
※自然災害損保契約照会センターでは、災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会
社との保険契約に関する手掛かりを失った方について、損害保険の契約有無のご照会を受け付けています。なお、原
則として、被災された方
（ご本人）
、被災された方
（ご本人）
の親族
（配偶者・親・子・兄弟姉妹）
からのご照会に限ります。

※受付時間：平日9時～17時
（土日祝を除く）
2016年4月作成

復興支援に向けた取り組み
義援金の寄付

MS&ADインシュアランス グループでは、被災者支援を目
的として、グループ社員約1万2,000名から寄付された約
2,550万円に、持株会社からのマッチングギフト1,000万

円を合わせた、約3,550万円を熊本県、大分県および日本赤
十字社等へ寄付しました。また、海外拠点でも総額約400万
円の寄付が集まり、
グローバル規模で支援を行いました。

このほかにも、当社では一般社団法人 日本損害保険協会を

自動車保険に関するご連絡

0120－258－365（無料）

【お客さまデスク】
特別措置の適用に関するご相談・お問い合わせ

0120－632－277（無料）

電話受付時間
		
		

9:00～20:00
（平 日）
9:00～17:00
（土日祝）
※年末年始は除きます。

【お客さま自賠責サポートデスク】
自賠責保険の特別措置の適用に関するご相談・
お問い合わせ

0120－281－554（無料）

電話受付時間
		

9:00～17:00
（平 日）
※土日・祝日・年末年始は除きます。

通じて、
義援金を寄付しています。

熊本県での義援金贈呈式の様子
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