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GK
クルマの保険

eco満期案内をご選択いただいたお客さまへ

自動車保険・一般用

はじめての
自動車保険

ノンフリート

〜ご契約が満期を迎えるとき〜

GK クルマの保険

ドライバー保険

2015年10月1日以降始期契約用

10月満期のご契約の場合
4か月前

3か月前

2か月前

１か月前

のおすすめ

１か月後
▼満期日

７月

6月

８月

❶事前のご連絡

９月

サービス」にご登録のメールアドレス
へ、メールアドレスの確認のため、事前
のご連絡を差し上げます。

※１この時点で「お客さまWebサービス」
の
利用登録がお済みでない等、
このメール
を送信できない場合は、書面の満期案
内をお届けします。
メールに記載のURLから注意事項をご
確認いただいたことをもって、
メールが
届いたこととみなします。
※２「お客さまWebサービス」のIDを複数
お持ちの場合、メールが複数届くことが
あります。

１１月

たくさん書類が届いて
もったいない…

❷満期案内の閲覧

満期のご連絡

❶満期の３か月前上旬に、
「お客さまＷｅｂ

１０月

❷満期の２か月前中旬に、ご登録のメールアドレスへ「満期のご連絡」
メールをお送りいた
します。
「満期のご連絡」
メールが到着後、満期の翌月末まで、Ｗｅｂ上で満期案内等をご覧いた
だけます。

そのような方には！

パソコンや
スマートフォン等で
いつでもどこでも
見られる…

満期のご連絡
eco満期案内

がオススメ！
※パソコンでのご確認を
おすすめいたします。

満期案内

『重要事項
のご説明』

満期案内を書面に変更したいとき
❶三井住友海上ホームページ
（http://www.ms-ins.
c o m ）から「 お 客 さ ま
Webサービス」へアク
セスします。

❷「 お 客さまW e b サ ービ
ス」のユーザーIDとパス
ワードを入力しログイン
します。

❸「お客さまWebサービス」
のトップ メ ニュー から 、
「eco満期案内の受取設定
または受取設定の変更を
する」
を選択します。

❹対象契約一覧から該当
契約について「書面の
満期案内に変更する」
を選択します。

※１ 変更できる期間は満期の属する月の4か月前末日までです。
※2 一度eco満期案内から書面の満期案内に変更した場合には、
再度eco満期案内に変更することはできません。
なお、
ご継続手続時の変更は可能です。

●eco満期案内なら、書面のお届けに代えてパソコンやスマートフォン等から、
いつでもどこでも（注１）満期案内をご確認いただけます!!

ご契約時

のご利用にあたっては、以下をご確認ください。
◎動作環境
【パソコンをご利用の場合】
・OS Windows Vista/7/8、Mac OS X 10.8〜10.10
・タブレット Android 4.0〜4.4 ・iPad iOS6、iOS7
・ブラウザ Internet Explorer 7.0以上、Safari6〜Safari8
・ソフトウェア Adobe Reader 8以上 ・スクリーンサイズ 1024×768以上
【スマートフォンをご利用の場合】
・OS Android 4.0〜4.4 iOS 7.0〜8.0
・ソフトウェア Adobe Reader
※機種によっては画面イメージが異なる場合があります。

◎サービスの休止等
・シ ス テ ム メ ン テ ナ ン ス の た め 、毎 週 月 曜 日 A M 2 : 0 0 〜
AM4:00はサービスを休止させていただきます。
（上記時間帯以外にも停止する場合があります。）
・個人情報保護のため、一定期間ご利用（ログイン）がない場合、
ご利用を停止させていただきます。
◎満期を迎えたご契約について
満期を迎えたご契約も、満期の翌月末までは満期案内をご覧いた
だけます。

Step1

ご登録

保険申込書等で「eco満期案
内」をご選択いただき、QR
コード（注2）を読み取って空
メールを送信します。

満期2か月前
Step2

専用ページへアクセス

折り返しメールが届きますので、メール
に記載のURLへアクセスし、
「 お客さま
Webサービス」の利用登録を完了してく
ださい。

Step3

ご登録のメールアドレスへ
「満期のご連絡」メールをお
送りいたします。

詳しくは、
中面をご確認ください。
●eco満期案内をご選択された場合でも、
保険期間中の契約内容変更などにより、満期案内を書面でお送りする場合があります。
●このチラシに掲載している画面等のイメージは、
実際と異なることがあります。

Step4

満期案内の確認

「満期のご連絡」に記載のURLから「お客
さまWebサービス」へアクセスし、お客
さまの満期案内をWebで確認します。

詳しくは、
裏面をご確認ください。

（注１）満期案内をご覧いただける期間は満期の2か月前から満期の翌月末までとなります。
（注2）ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

●
『GK
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ご注意事項

クルマの保険』は家庭用自動車総合保険、
『 自動車保険・一般用』は一般自動車総合保険、
『 はじめての自動車保険』は個人用自動車保険、
『 GK
クルマの保険・ドライバー保険』は自動車運転者損害賠償責任保険の略称です。
●このチラシは、
eco満期案内の概要、eco満期案内を利用するための「お客さまWebサービス」の利用登録方法の概要をご説明したチラシです。ご不明な点につ
いては取扱代理店または当社までお問い合わせください。

メール受信

ご継続手続

・満期案内をWebでご覧いただくためには、
ご契約手続時に保険申込書等で「Webを希望（eco満期案内）」
をご選択いただき、当社ホームページから
「お
客さまWebサービス」
の利用登録をしていただく必要があります。
・既に「お客さまWebサービス」の利用登録が完了しているお客さまにつきましても、ＱＲコードを読み取って空メールを送信し、eco満期案内を希望される契
約の受取設定を行ってください。なお、既に受取設定を完了されている場合は再設定は不要です。
・eco満期案内のお申込みをされた場合、書面の満期案内（『重要事項のご説明』
を含む）
は送付されません。
ただし、
「満期のご連絡」
メールを送信できない
場合や、
「お客さまWebサービス」
の利用登録がお済みでない場合、保険期間中の契約内容変更などにより、
書面でお送りすることがあります。
・保険期間中に書面の満期案内からeco満期案内への変更はできません。
なお、
ご継続手続時の変更は可能です。
・eco満期案内のご利用に関するメールの送受信やインターネットサイトの閲覧によるパケット通信料はお客さまのご負担となります。
・保険期間が１年未満のご契約、保険契約者が法人のご契約等、本チラシをお届けしていても、
ご契約内容によっては
「eco満期案内」
をご選択いただけな
い場合があります。

Step1
Step2

eco満期案内を新たにご選択いただいたお客さまへ
「お客さまWebサービス」
に登録すると

前年も当社でご契約のお客さま （

1

保険申込書・継続確認書または
満期案内に記載のQRコードを
読み取り、
空メールを送信します。
〈保険申込書・継続確認書〉

2

・ご契約内容をWebで確認できる

パソコンをご利用のお客さまは、
右ページの
をご覧ください。

）

届いたメールに記載のURLから
「お客さまWebサービス」
の
eco満期案内ページへアクセスします。

〈満期案内〉

〜「お客さまWebサービス」
の利用登録の流れ〜
＜既に受取設定済の場合は再登録不要です＞

・住所変更等の手続がWebでできる

等、便利なサービスをご利用いただけます。

1

保険証券・保険契約継続証の到着後、
ご利用の機器によりいずれかの方法でeco満期案内ページへアクセスします。
❷届いたメールに記載のURLから
「お
❶保険証券・保険契約継続証の到
客さまWebサービス」のeco満期案
着後、下のQRコードを読み取り、
内ページへアクセスします。
空メールを送信します。

3

「お客さまWeb
サービス」の
利用登録が
済んでいないお客さま

＊スマートフォンに届いたメールをパ
ソコンに転送し、eco満期案内ペー
ジへアクセスすることもできます。

＊スマートフォンに届いたメールをパ
ソコンに転送し、eco満期案内ペー
ジへアクセスすることもできます。

❶利用規約を確認後、
「お客さまWebサービ
ス 」へ の 利 用 登 録 と
eco満期案内の受取設
定を行います。

2

「お客さまWebサービス」
へ利用登録のうえ、
eco満期案内の受取設定を行います。
❶eco満期案内ページで
「お客さまWebサービ
ス」への利用登録の有
無を選択します。

は所要時間の目安です。
所要時間は通信環境等により
異なります。

「お客さまWeb
サービス」
の
利用登録が
お済みのお客さま

約3分
利用登録と設定

「お客さまWeb
サービス」
の
利用登録が
済んでいないお客さま

既に
「お客さまWebサービス」
へ登
録済みのお客さまも、eco満期案内
を希望されるご契約の受取設定を
行っていただく必要があります。

❷「満期のご連絡」を受
信するメールアドレス
を確認し、
eco満期案
内 の受 取 設 定を行 い
ます。

約10秒

は所要時間の目安です。
所要時間は通信環境等により
異なります。

約10秒

❶
「お客さまWebサービ
ス」のユーザーIDとパ
スワードを入力しログ
インします。

約1分

下記URLからeco満期
案内ページへアクセス
します。
https://ecc.ms-ins.c
om/ec/jsp/eco̲ma
nki.html

※ドメイン指定受信を設
定されている場合には、
「＠ms-ins.com」のド
メインを受信できるよ
う設定してください。

※2 折り返しメールの送
信には5分 程かかり
ます。

「お客さまWebサービス」
へ利用登録のうえ、
eco満期案内の受取設定を行います。

スマートフォン・パソコン
でお手続ができます。

今回新たに当社でご契約いただくお客さま、またはパソコンをご利用のお客さま

※１ ドメイン指定受信を設
定されている場合には、
「＠ms-ins.com」のド
メインを受信できるよ
う設定してください。

※１ eco満期案内をご選択いただくことができないご契約の場
合は、QRコードは表示されませんのでご了承ください。
※２ 一部のスマートフォンでは空メールを送信できない場合が
あります。その際は、件名または本文に任意の１文字を入力
のうえ送信してください。

スマートフォンで
お手続ができます。

「お客さまWeb
サービス」
の
利用登録が
お済みのお客さま

❷保険証券・保険契約継続証
に記載の手続きコードを確
認します。
※eco保険証券をご選択の場
合はeco保険証券専用ハガ
キ『自動車保険ご契約内容
の 確 認 方 法 のご 案 内 ハガ
〈自動車保険証券〉 キ』に記 載の手 続きコード
を確認してください。
〈専用ハガキ〉

❷
「お客さまWebサービ
ス」のユーザーIDとパ
スワードを入力しログ
インします。

約1分

約30秒
❸利用規約を確認後、
「 お客
さまWebサービス」
への利
用登録とeco満期案内の受
取設定を行います。
※ ❷ で 確 認した手 続きコード
も入力します。

約3分

❸証券番号を入力のうえ、
「 満 期 のご 連 絡 」を受
信するメールアドレス
を確認し、eco満期案
内 の 受 取 設 定を行 い
ます。

約10秒

利用登録と設定

入力内容の確認後、
「送信」
ボタンを押すと完了画面が表示され、
ご登録のメールアドレスに登録完了のお知らせメールが届きます。
入力内容の確認後、
「送信」
ボタンを押すと完了画面が表示され、ご登録のメールアドレスに登録完了のお知らせメールが届きます。

これで
「お客さまWebサービス」
への利用登録とeco満期案内の受取設定は完了です。次回満期を迎える際には、満期案内をWebでご覧いただけます。
※メールアドレスを変更された際には、必ず
「お客さまWebサービス」
にご登録のメールアドレスもご変更ください。

