
 JEIB あんしん自動車保険 見積もり依頼書  

   免許証裏表・無事故証明書コピーとあわせて弊社まで送付ください。（Email） 

   お見積り結果は Email にてお知らせいたします。 

Email：personal@jeib.co.uk TEL：020 7847 8620 Website:http://jeib.co.uk/personal/      

                

1.ご契約者                            

フリガナ /お名前  

Mr/Mrs/Ms/Miss/Dr 

お電話番号  Email  

生年月日  

                          /                /19 

ご家族構成 未婚/既婚/お子様（16 歳以下）        名 

ご住所  

Post Code： 

会社名  役職  

業種 銀行/投資/保険/製造/飲食/旅行/教育/エンジニアリング/政府機関/学生 その他：     

ご来英日                        /                /20 英国滞在期間 1 年未満/1～3 年/3～5 年/5 年以上/永住 

日本免許 取得日:                     

マニュアル/AT 

英国免許 取得(切り替え)日:   

マニュアル/AT 
 

英国内外に持家はありますか はい/いいえ 他に車を所有していますか はい/いいえ 

過去 5 年以内に英国内外で 

自動車保険にご加入されていましたか 

はい/いいえ 国名：                解約日： 

現在ご加入中の方 

保険会社：          保険料：            更改日： 

運転に差し支える病気/障害 

（糖尿病・心臓病・てんかん等） 

はい/いいえ   詳細： 

 

過去 5 年以内の事故/保険請求歴 はい/いいえ   詳細（日時・状況・保険請求額） 

 

 

過去 5 年以内の交通違反（日本国内外） 

※飲酒運転や刑法に関わる交通違反は全てお知

らせください。 

はい/いいえ   詳細（日時・ポイント・罰金） 

 

 

 

2.運転者 

付保運転者 ご契約者のみ/ご夫婦のみ/ご契約者+明記ドライバーのみ                    メインドライバー： 

 

付保運転者で ご契約者のみ以外をご選択の場合、他の運転者の詳細をご記入ください。 

 お名前（フリガナ） 生年月日 日本免許 英国免許 会社名・業種・役職 続柄 

 

1 

 

 

 

 

       /        / 

取得日:     /     / 

 

マニュアル/AT 

取得日:       /      / 

 

マニュアル/AT 

  

 

2 

 

 

 

 

     /         / 

取得日: 

 

マニュアル/AT 

取得日:      /       / 

 

マニュアル/AT 

  

 

運転に差し支える病気/障害 無/有   お名前・詳細： 

 

過去 5 年以内の事故/保険請求歴 無/有   お名前・詳細（日時・状況・保険請求額）： 

過去 5 年以内の交通違反（日本国内外） 

 

 

無/有   お名前・詳細（日時・ポイント・罰金）： 

 

 

mailto:personal@jeib.co.uk
http://jeib.co.uk/personal/


3.お車の詳細 

※保険料金算定の重要箇所ですので全ての記載お願い致します。 

メーカー  モデル  

トランスミッション マニュアル / AT 排気量                                                         cc 

登録番号  ご購入価格  

初登録年月日  ご購入日（予定）  

ドア数 2/3/4/5 燃料 Petrol / Diesel / 電気 / ハイブリッド 現在の走行距離数                  マイル 
 

夜間の駐車場所 お選びください⇒  鍵のかかる家族専用車庫；Garage / 一軒家敷地内スペース/フラット共同駐車場（地上・地下）/ 

自宅前路上スペース / 公共駐車場 / その他：           Post Code： 

所有者 ご契約者/その他： 登録者 ご契約者/その他： 

輸入車ですか はい/いいえ   

国名： 

左ハンドルですか はい/いいえ 改造されていますか はい/いいえ 

詳細： 

 
 

4.1 保険内容 

保険開始ご希望日            /          /20 

種類 自動車総合保険（Comprehensive）／ 

第三者対人対物賠償及び火災・盗難（Third Party, Fire and Theft）/第三者対人対物のみ（Third Party Only） 

年間推定走行距離 4000/6000/8000/その他：                   マイル 

使用用途 プライベートのみ / プライベート及び通勤・通学 / 社用（国内外の出張等）/ 社用、特に営利目的（商品運搬等） 

無事故証明書 割引期間：      ％         年                   

発行先：保険会社 / 自動車安全運転センター 

過去 5 年間の海外居住歴：  はい／いいえ （国名：           期間：     年～     年） 

保険拒否または特別条件を課せられたことがありますか はい/いいえ  詳細： 

 
 

過去に刑事犯罪で有罪になったことがありますか 

（処分保留中のものも含む） 

はい/いいえ  詳細： 

 
 

4.2 オプション ご希望の商品に✔をお付けください 

（  ）搭乗者傷害保険： £50,000 まで補償（年間£45.00）/ £100,000 まで補償（年間£80.00） ※16 歳から 69 歳の運転者・同乗者が対象です 

（  ）ブレークダウン（緊急故障サービス）： UK のみ / UK+EU  （年間£55.00～）  

（  ）法務費用サービス £100,000 まで補償 （年間£16.80） 

（  ）等級プロテクション ４年以上の無事故証明書をお持ちの方に限り、3～5*年に 2 回までの保険請求は無事故年数割引率に 

     影響が出ないように出来る制度です。ただし保険料の据え置きではございません。 （*保険会社により異なります） 

5.その他 

★弊社をどちらでお知りになりましたか? 

 弊社お客様から（お名前               ）GOOGLE /人事部 /ガレージ（その他：           ）         

★弊社家財保険・医療保険・企業保険などはすでにご契約済みですか？      はい/いいえ    

＊＊（お見積書をご送付させて頂きますのでご興味のある保険種目をご記入ください：（家財保険・医療保険・企業保険 ）                                                     

★保険会社がお客様の Credit Check（信用調査 過去の詐欺行為や支払い遅延歴等）を行うことに同意いただけますか？ はい/いいえ   

★プライバシーポリシー(http://jeib.co.uk/personal/about/privacy-policy/) を確認しました     はい/いいえ 

★あいおいニッセイ同和損保「モーター一番」の見積りも希望します。       はい／いいえ 

 ※あいおいニッセイ同和社(AIOI)から直接お見積りを取得していない場合には、弊社から AIOI へ見積りを照会させて頂きますので、お客様から AIOI へ 

  ご連絡はご必要なく、弊社取引保険会社よりリーズナブルな保険を選択しご案内させて頂きます。 

（AIOI から直接にご連絡頂いても弊社からであっても保険料に違いはありません。お客様の二度手間を省くためとなっております。） 

 
 

上記見積もり依頼書の詳細は、私の知りえる限り、全て真実であることを確約します 
 
I hereby certify that the information given above is accurate and complete to the best of my knowledge and belief. 
 
ご署名：         日付    /      /20   
 

http://jeib.co.uk/personal/about/privacy-policy/

