
海外赴任 予定の皆さまへ

海外赴任 個人保険手続きのご案内

保険サービス事業本部



-2-

はじめに

皆さまにご 用いただいております各種保険には、海外でもその
まま有効なもの、ご赴任にあたって解約手続きが必要なものがご
ざいます。この冊子では、日本出発前の段階から海外勤務中、
帰国後までの保険手続きについて簡単に説明しております。ぜひ、
ご一読のうえ、必要な手続きをお取りいただきますよう、お願い申
し上げます。

なお、ご質問等ございましたら、お気軽にアイシン開発までお問い
合わせください。

アイシン開発株式会社 保険サービス事業本部
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Ⅰ. アイシン ループの さまに国内でご 用いただいている な保険

アイシン開発以外でご加入の保険については、それ れの取
店もしくは各引受保険会社にご確認ください。

赴任先
で の

ご 用
保険の 種類

ご 赴任に
際し て の
手続き

保険 要

火災保険（ 火災保険 ま す 。 ） 要

総合保障 要

ア イ シ ン が ん 保険 要

ゴ ル フ ァ ー 保険 要

そ の 他（ 保険、 保険な ） 要

可

可能

 □

 □

 □

 □

 □

チ ェ ッ ク 欄

 □
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Ⅱ. 出発前に手続きが必要な保険

Ⅱ-1 保険

お を ・ ・売却される場合 ご家族が引き続きご使用になる場合※1

「解約」手続きが必要ですので
アイシン開発までご連絡ください。
なお、ご契約の無事故割増引等
級が7等級以上の場合、帰国後
にその等級および事故有係数適
用期間を適用することができ
る「中断証明書」申請の手続き
をご案内します。※2

・使用目 の
・記名被保険者の
・特約の内容（個人賠償等）

など各種お手続きが必要な場
合がありますので一 アイシン開
発までご相談ください。

なお、記名被保険者が配偶者・
配偶者の同居のご親族・別居の
扶養親族以外となる場合は
脱退手続きが必要となります。

自動 保険以外にご加入の はそれ れの取 店また
は引受保険会社へご確認ください。

※1 書 は 住勰に送 させていただきます。
※2 記載内容は概要となります。詳しくはアイシン開発まで

お問い合わせください。
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Ⅱ-2 火災保険（ 火災保険 ます。）

売却・賃貸に出される場合 空き家にする場合

◆所有建物について

「解約」手続きや「契約内容 」の
手続きが必要ですのでアイシン開発
までご連絡ください。

住勰 などの手続きが必要となる
場合があります。
（空き家となる場合など）
状況に応じてアイシン開発までご連絡く
ださい。

ご家族同伴場合

◆家財について

状況により手続きが必要となる
場合があります。
Ｐ8に記載の事 をご参 ください。

ご家族同伴の場合
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売却・賃貸に出される場合 空き家にする場合

◆所有建物について

「解約」手続きや「契約内容 」の
手続きが必要ですのでアイシン開発ま
でご連絡ください。

住勰 等の手続きが必要となる
場合があります。
（空き家となる場合など）
状況に応じてアイシン開発までご連絡く
ださい。

ご家族が国内に居住される場合

◆家財について

家財の移転あり 家財の移転なし

手続きが必要です。
移転先をアイシン開発に
ご連絡ください。

手続きは勘要です。
そのまま継続いただ
けます。

ご家族が国内に残られる場合

Ⅱ-2 火災保険（ 火災保険 ます。）
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ご家族同伴の場合 ： 家財について

家財を日本に
残さない場合

「解約」手続きが必要
ですのでアイシン開発まで
ご連絡ください。

案内送 先住勰
などの手続きが必

要となる場合があります。
（空き家となる場合な
ど）
状況に応じてアイシン
開発までご連絡くださ
い。

通常は、保管業者が
保険手配をします。
保管委託契約内容を
ご確認のうえ、「解約」
手続きをアイシン開発
までご連絡ください。

手続きが必要です。
アイシン開発にご連絡
ください。

現在の居住
建物に残す

トランクルーム
で保管

実家等に預
ける場合

家財を日本に
残す場合
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Ⅱ-3 総合保障 、アイシンがん保険

＜総合保障勧 ＞
特段手続きはございません。

＜アイシンがん保険＞
住勰 （日本国内にか ります。実家など）が必要となります。

一部の保障は海外では適用されませんのでご注意ください。
に一 （ 3月頃）パンフレットを赴任先に会社経由でお送

りしておりますので必要に応じて しを ってください。

海
外
適
用
可

海
外
適
用

可

下記「海外適用勘 」以外の保障

※入院、手術、通院、休業、ケガ、がん、死亡などの各保障

・ホールインワン・アルバトロス費用
・レンタル用品（海外の業者からのレンタル用品）保障
・個人賠償責任保障の 談 サービス
・海外で受けた先勺 （総合保障勧 ・がん）
・海外の に くトラブル（ 費用総合保障）
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Ⅱ-4 ゴルファー保険

賠償責任・傷害・用品補償は海外でも適用できますので、継続 用
です。ただし、ホールインワン・アルバトロス費用は海外では適用されませんの
でご注意ください。（一時帰国時等、日本でプレーされる場合は適用）
なお、住勰 や解約をご の場合はアイシン開発までご連絡ください。

海
外
適
用
可

海
外
適
用

可

ホールインワン・アルバトロス費用：

ホールインワンやアルバトロスを達成した場合に、慣習
として する費用（ 用記 品 等）の補償

賠償責任：ゴルフの練習中やプレー中に発生した偶然な事故に
より他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したこと
により する 上の賠償責任についての補償
（ 談 サービスは適用勘 ）

傷 害 ：ゴルフ場敷地内で、急激かつ偶然な外来の事故による
被保険者ご自身のケガの補償

用 品 ：ゴルフ場敷地内で生じたゴルフ用品の盗難、ゴルフクラ
ブの破損の補償

Ⅱ-5 その他（ 保険、 保険な ）

住勰 が必要となる場合があります。
傷害保険については、赴任先のお住まいに住勰 いただく必要があります。
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ⅢⅢⅢⅢ．赴任先で必要な保険

ⅢⅢⅢⅢ----１ 出発前に手配いただく保険

【 意事 】

・海外 総合保険の は会社 または 社までお問い合わせください。

・海外 総合保険に ットされる 償 任保険について、 サービスは
付帯されておりません。

・ さまのご によ ては、総合保障、火災保険、 保険に 個人 償 任
が ットされている場合がありますが、海外で発生した事故について、

サービスは適用されません。

ⅢⅢⅢⅢ----２ 赴任先で手配いただく保険

海外 傷害総合保険（会社手配）

保険の種類 補償内容

保険
（Auto Insurance）

でお される際は、日本
同 保険に いただく必
要があります。
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ⅣⅣⅣⅣ.帰国後の手続き
① 保険
ご帰国後、自動 保険にご加入の際はアイシン開発までご連絡
ください。
赴任前に中断手続きをされた場合、中断している等級を使用して
ご加入いただけます。中断証明書の有効期限は下記をご参考ください。

国内中断：中断日の翌日から10 以内（ 取 した でご使用いただけます。）
海外中断：①または②のいずれかの場合にご使用いただけます。

①出国日の翌日から10 以内および帰国日から 以内
（中断より 以内の日本出国 、帰国時入国 が必要です。）
②中断日の翌日から10年以内（新規取得した車でご使用いただけます。）

※ご加入の内容によっては、中断している等級および事故有係数適用期間が使用
いただけないケースがござい ます。
詳しくは、ご加入手続き時にご案内させていただきます。

赴任前に他社でご加入されていた場合でも 保険での等 およ
び事故有係数適用期間引継ぎは基本的には可能となります。

たにお される場合は、アイシン開発までご連絡ください。
他社で中断された等級および事故有係数適用期間をご使用の際は、 「中
断証明書」の原本が必要となります。
（「中断証明書」を された場合、 発 に2 間 必要となります。）

火災保険（ 火災保険 ます。）
赴任前に解約もしくは家財の移転手続きをされている場合は
アイシン開発までご連絡ください。

③総合保障、アイシンがん保険
総合保障については特段手続きはございません。
アイシンがん保険については住勰 が必要となります。

④ゴルファー保険
住勰 が必要となる場合があります。

その他（ 保険、 保険な ）
住勰 が必要となる場合があります。
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《 メ モ 》



保険種類 連絡先
アイシン開発株式会社
保険サービス事業本部
〒448-8525
刈谷市相生町3-3
富士ビル3F

＊受付時間
平日8:30 17:30

保険
（引受保険幹事会社）
損害保険ジャパン日本興亜

0120-27-8708

海外 保険
火災保険
ゴルファー保険
その他
（引受保険会社）
損害保険ジャパン日本興亜
三井住友海上火災保険
あいおいニッセイ同和損害保険
東京海上日動火災保険

0566-27-8707

総合保障
（引受保険幹事会社）
三井住友海上火災
日本生命

0120-27-8801

豊通保険パートナーズ
株式会社

＊受付時間
平日9:00 18:00

がん保険
（引受保険会社）
アメリカンファミリー生命

0120-82-0880

保険内容に関するお問い合わせ先
このご案内は各種保険の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり（約款）」
「 要事 等説明書」などをご ください。なお、ご勘明な勷は、取 店までお問い合わせください。


