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会社名 商品名（※） 年間掛金 補償額 被保険者 年齢制限 示談交渉 申込方法 備　考 問合せ先

AIG損害保険株式会社 傷害総合保険 補償内容による １億円
本人
配偶者
同居の親族
別居の未婚の子

98歳まで ○
×インターネット
×郵送
○対面

同居の親族とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の６親等以内の血族
および３親等以内の姻族をいいます。
別居の未婚の子とは、本人またはその配偶者と別居の、本人または配偶者の未婚の子をいいま
す。

ＡＩＧ損保カスタマーサポートセンター
0120-957-580
午前9時から午後5時
 （土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）

株式会社
コープライフサービス

新コープのケガ保険
9,960円
傷害一時金プランの場合
（その他補償内容による）

１億円
本人
本人の家族(※)

年齢条件
なし

〇
(国内事故のみ)

○インターネット
○郵送
○ユーコープ店舗

・傷害補償付（傷害は天災危険補償特約付）
・組合員のみ（別途出資金が必要）
生活協同組合ユーコープ・全日本会員生活協同組合
生活協同組合うらがCO-OP・富士フイルム生活協同組合
※「家族」とは、本人の配偶者、本人または本人の配偶者の同居の親族および別居の未婚の子
をいう。「親族」とは、6親等内の血族、3親等内の姻族をいう。
・その他プラン多数あり。

㈱コープライフサービス　団体保険係
0120-885-615
月～土　午前9:00～午後6:00
（年末年始を除く）

株式会社
セブンドリーム・ドットコム

セブン‐イレブンで入る自
転車向け保険

3,990円 ３億円
本人
配偶者
同居の親族
別居の未婚の子

69歳まで ○
(国内事故のみ)

○セブン‐イレブン店舗
○インターネット
（事前予約）
×郵送
×対面

・お近くのセブン‐イレブン店内のマルチコピー機で簡単に申込ができます。
・ご夫婦プラン（5,230円）、ご家族プラン（7,210円）も有ります。
・生活サポートサービス付き（契約者だけでなくご家族の方まで利用できる子育て、医療相談
も可能な無料電話相談サービスです）

セブン‐イレブン　自転車向け保険専用
フリーダイヤル
0120-846-711
（走ろう！セブン‐イレブン）
24時間365日受付

東京海上日動火災保険
eサイクル保険横浜市専用
プラン

1,860円～7,510円
（合計９パターン：本人型・夫婦型・家
族型×各３パターン）

１億円
（国内外）

本人
配偶者
同居の親族
別居の未婚の子

69歳まで ○
(国内事故のみ)

○インターネット
×郵送
×対面

横浜市民以外の方でもご加入いただけます。
傷害補償付き
（本人型・夫婦型・家族型あり、各３パターン）

株式会社 バリュー・エージェント
0120-661-664
（平日午前9時～18時）

三井住友海上火災保険
株式会社

ネットde保険さいくる 3,990円
「本人型」Cコースの場合

３億円
本人
配偶者
親族（＊） 69歳まで ○

(国内事故のみ)

○インターネット
×郵送
×対面

＊「親族」とは、次のいずれかの方をいいます。
　○本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の６親等内の血族および３親等内
の姻族
　○本人または配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子

三井住友海上インターネットデスク
0120-933-504(無料)
受付時間：月～金曜日 ９：００～１７：００
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）

楽天損害保険株式会社 サイクルアシスト 年間2,670円～ １億円
（国内外）

本人
配偶者
同居の親族
別居の未婚の子

69歳まで ○
(国内事故のみ)

○インターネット
×郵送
×対面

補償プランは、個人プラン・カップルプラン・ファミリープランからお選びいただけます。

契約タイプは、基本タイプ・安心タイプ・充実タイプからお選びいただけます。

保険期間は、１年・２年・３年からお選びいただけます。長期契約で保険料がお得になりま
す。

楽天インシュアランスプランニング株式会社
0120-560-6509
平日　午前９時から午後８時
土曜・日曜・祝日　午前９時から午後６時
（年末年始を除く）

生活協同組合　ユーコープ
CO･OP共済《たすけあ
い》《プラチナ85》

月払いのみ140円
（1,680円/12カ月換算）
※他にＣＯ・ＯＰ共済の月掛金が必要。

３億円
本人
本人の家族

70歳まで
（付帯するＣ
Ｏ・ＯＰ共済に
より変わりま
す）

〇
(国内事故のみ)

○インターネット
○郵送
〇対面　ご自宅訪問可能
○ユーコープ店舗

ＣＯ･ＯＰ共済に追加して個人賠償責任保険に加入できます。個人賠償責任保険だけではご加入
できません。
個人賠償責任保険は、共栄火災海上保険会社を引受幹事保険会社とし、コープ共済連を団体保
険契約者とする損害保険の団体契約です。
ＣＯ･ＯＰ共済に加入するには、出資金をお支払いいただき、お近くの生協の組合員になる必要
があります。

生活協同組合　ユーコープ
コープ共済センター
電話：0120-50-9431
月曜～土曜／９：００－１８：００
※年末年始は休業

＜取扱代理店＞
明治安田生命保険相互会社

明治安田生命おてがる自転
車

プラン内容による １億円
（国内外）

本人
配偶者
同居の親族
別居の未婚の子

69歳まで
（※70歳以上の
場合も所定の手
続きにより加入
も可）

○
(国内事故のみ)

×インターネット
（資料請求は可）
×郵送（資料請求は可）
〇対面

自転車運転中以外にも
●交通事故等によるケガを補償！
●ご家族も含め、日常生活上での賠償事故も補償！
●借りているものの破損や盗難も補償！
※「明治安田生命おてがる自転車」は東京海上日動火災保険株式会社の損害保険商品です。
※商品内容の詳細は商品チラシを用意しておりますので、右記お問い合わせ先にご連絡くださ
い。

明治安田生命保険
横浜支社横浜駅西営業所
045-312-2333
受付時間：月～金曜日　９：００～１７：００
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）

・メンテナンスパック取扱店はこちら

プレミアムメンテナンス
パック付帯保険

4,500円 １億3,000万円 ×

下記URLよりお近くの「JP生活サポート保険」取扱い郵便局を検索
いただき、お問合せください。

https://map.japanpost.jp/p/search/
※「保険サービスから選ぶ」→「JP生活サポート保険」にチェック
を入れて検索してください。
【横浜市内の取扱窓口】青葉郵便局、青葉台郵便局、横浜旭郵便
局、横浜泉郵便局、磯子郵便局、横浜金沢郵便局、港南郵便局、港
北郵便局、瀬谷郵便局、都筑郵便局、鶴見郵便局、戸塚郵便局、横
浜中郵便局、横浜中央郵便局、保土ヶ谷郵便局、緑郵便局、横浜南
郵便局

※青字の商品名をクリックすると保険会社等のページが開きます
上記は、保険商品への勧誘を目的としたものではなく、横浜市民の皆様への情報提供を目的としたものです。
自動車の任意保険や火災保険などに個人賠償責任補償の特約が付帯している場合もありますので、保険証券等で加入中の保険の内容を確認しましょう。
当該資料に記載している保険の内容はあくまで概要を示したものです。 詳細につきましては、各社問合せ先にお問い合わせください。

一般財団法人横浜市交通安全
協会（損害保険ジャパン株式
会社）

ハマの自転車保険 1,870円～3,610円
のお得な４プラン

１億円
本人
配偶者
同居の親族
別居の未婚の子

年齢制限
なし

【保険・補償内容については】
au損保カスタマーセンター
0800-700-0600
（受付時間：9時～18時）※年末年始を除く

【メンテナンスパック商品については】
神奈川県自転車商協同組合
045-311-6168
（受付時間：9時～17時）※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く

×インターネット
×郵送
○対面（組合取扱店）

本人
配偶者
本人または配偶者
の同居の親族
別居の未婚の子

なし神奈川県自転車商協同組合

2,000円

【自転車会の問合せ先】
・一般財団法人横浜市交通安全協会 045-663-3011
【保険の問合せ先】
・トータルリスクサポート株式会社
　045-325-9358
・損害保険ジャパン株式会社
　横浜中央支店横浜支社 045-661-2708
（お問い合わせは、午前9時から午後5時

　まで。土日・祝日・年末年始を除く）

２億円

年齢条件
なし

横浜市自転車保険の加入促進に関する連携事業者による自転車保険一覧　(※更新順)

○
○インターネット
○郵送
×対面

・横浜市交通安全協会自転車会の会員となります
　（会費30円は年間掛金に含まれます）
・傷害補償付き
　（加入プランによって補償の範囲が異なります）
・自転車の安全利用に向けた講習会・研修会等に無料で参加できます

○
スタンダードメンテナンス
パック付帯保険

・補償期間1年間
・入院一時金（本人、3日以上の入院）スタンダードメンテナンスパック付帯保険2万円、プレ
ミアムメンテナンスパック付帯保険1万円
・スタンダードプランは自転車購入時のみ加入できます。
・自転車搭乗中等の事故によるケガや日常生活中の事故による第三者への賠償責任（対人・対
物）を補償。
・保険証券は発行されませんので、加入依頼書（控）、規約、会員カードは大切に保管してく
ださい。

〇

×インターネット
×郵送
〇対面※

※取扱窓口は右記問合せ先及び
URLより検索

ゆうちょ口座必須
傷害補償（後遺障害・入院・通院）、個人賠償責任、携行品、救援者費用等の日常生活を取り
巻く様々なリスクに備える損害保険
※無料付帯サービスとして医療相談、介護相談、法律・税務等相談サービスが自動セット
※オプションで「介護補償プラン」を付加可能（40歳～84歳まで1年更新）
※「JP生活サポート保険」は東京海上日動火災保険株式会社の損害保険商品です。

日本郵便株式会社 JP生活サポート保険
月額2,010円※

※月払のみ
（年間24,120円）

国内：無制限
国外：１億円

本人
本人の配偶者
本人又は配偶者の
同居の親族
本人又は配偶者の
別居の未婚の子

https://www.coop-lifeservice.co.jp/hoken/shougai/coop-kega.php
https://jitensya.ehokenstore.com/
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