
（自動車保険・一般用）

～ セグウェイ向け自動車保険 ～
お相手の方との示談交渉サービス付（対人・対物賠償保険）のため
万が一の際にも安心の補償プランです。

※セグウェイ向け自動車保険はセグウェイジャパン株式会社及び
国内正規代理店から購入されたセグウェイをご契約のお車とした
「自動車保険・一般用（一般自動車総合保険）」のことを言います。

このページでご紹介しているプランは、いずれも自賠責保険（自動車損害賠償責任保険）の締結を
前提としております。自賠責保険に加入されていない場合は、セグウェイ向け自動車保険とあわせて
必ずお申し込みくださいますよう、お願いいたします。

補償プランをお選びいただく前に・・・

セグウェイの機体に関する情報はセグウェイジャパン株式会社様の
ホームページ（ https://www.segway-japan.net/ ）をご参照ください。

セグウェイのご利用方法に適したプランをお選びください。

セグウェイに乗る方は？

不特定多数の方
（ツアーガイドやお客様等）

購入した
企業および団体の
従業員のみ

使用場所は？

プランＡ１

プランＡ２

プランＢ１

プランＢ２私有地（注）内のみ

日本国内すべて

私有地（注）内のみ

日本国内すべて

（注）私有地であっても道路交通法が適用される場合があります。その場合は“日本国内すべて”のプランにお申し込みください。

プランＣ ［自賠責保険］対人賠償責任補償のみをご希望の方

＜各プランの補償範囲＞

（注）対人・対物賠償については法律上の損害賠償責任を負わない場合には補償されません。たとえば記名被保険者が法人でご契約
いたたいだ場合、当該法人の従業員や所有物等に損害を与えた場合は補償されないことがあります。
詳しくは当社までご照会ください。

公道実証実験にて利用される方 実証実験専用プラン選択へ

NECF 自動車 001 960 承認番号：B22-100532 使用期限：2023/8/25

プラン名 搭乗者 使用場所
補償される範囲

対人賠償(注） 対物賠償（注） 搭乗者傷害

プランＡ１ 不特定多数 日本国内すべて ○ ○ ○

プランＡ２ 不特定多数 私有地内のみ ○ ○ 〇

プランＢ１ 従業員 日本国内すべて 〇 〇 ×

プランＢ２ 従業員 私有地内のみ 〇 〇 ×

プランＣ ― ― △ × ×

https://www.segway-japan.net/
①【承認済】セグウェイ向け自動車保険スライド（2020.3.9）.ppt
https://www.necf.jp/hoken/item/corporation/pdf/hojin_segway-ex.pdf


導入事例

■さまざまな場所での試乗イベント用に
■さまざまな場所での走行ツアー用に

お客さまや従業員など、多数の方がさまざまな場所で乗る場合

プランＡ１

運転者年令条件 全年齢／２１歳以上補償

対人賠償 無制限

対物賠償 １，０００万円／免責なし

自損傷害特約 なし

無保険車傷害特約 なし

搭乗者傷害
（死亡・後遺障害）特約

２００万円

搭乗者傷害
（入通院／日数）特約

入院日額 なし

通院日額 なし

車両保険 なし

年間保険料
全年齢 ： ５７，１９０円

２１歳以上 ： ３３，２８０円

プランＡ１の補償内容

プランＡ１の特徴

相手への賠償補償 ： 対人、対物事故につき補償いたします。（注）
搭乗者の補償 ： 搭乗中のケガを起因とする死亡・後遺障害を補償いたします。
使用場所 ： 日本国内のさまざまな場所での事故が補償の対象となります。

※公道でセグウェイを使用する場合は、所轄警察署などの道路管理者から許可を受ける必要があります。

プランＡ１ プランＡ２ プランＢ１ プランＢ２ プランＣ

（注）対人・対物賠償については法律上の損害賠償責任を負わない場合には補償されません。たとえば記名被保険者が法人でご契約いたたいだ場合、
当該法人の従業員や所有物等に損害を与えた場合は補償されないことがあります。詳しくは当社までご照会ください。

NECF 自動車 001 960 承認番号：B22-100532 使用期限：2023/8/25

＊１：自社で１０台以上自動車を保有している場合は、フリートでの契約となります。当社までご照会ください。
＜契約条件＞ （※２０２２年４月１日～２０２３年４月１日の間に保険契約を開始するもの）
◆保険種目：自動車保険・一般用（一般自動車総合保険） ◆保険期間：１年間
◆初年度ノンフリート等級：６等級（Ｓ）新規（４％割増）・事故有係数適用期間：０年
◆用途車種：自家用二輪自動車 ◆運転者年令条件：年令を問わず補償／２１歳以上補償
◆記名被保険者：法人 ◆払込方法：一時払い
＜補償内容＞
◆対人賠償：無制限 ◆対物賠償：１，０００万円（対物免責０万円）
◆セット特約条項：搭乗者傷害（死亡・後遺障害）特約：２００万円

ロードサービス費用特約（移動費用補償対象外）、被害者救済費用特約



プランＡ１ 補償内容のご説明

メールでのお見積り・お申込みを
ご希望の方はこちら

トップページへ戻る

対人賠償保険

対物賠償保険
ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与えること、またはご契約のお車の運転中等に
誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠
償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、
免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。

ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額に
ついて、被害者１名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等
により支払われるべき金額を超える部分に限ります。

NECF 自動車 001 960 承認番号：B22-100532 使用期限：2023/8/25

搭乗者傷害
（死亡・後遺障害）特約

ご契約のお車に搭乗中の事故により死亡または後遺障害が発生した場合に、次の保険金をお支払いします。
●事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者１名につきそれぞれ保険金額の全額を
死亡保険金としてお支払いします。

●事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者１名につき
それぞれ保険金額の4～100％を後遺障害保険金としてお支払いします。

https://contact.nec.com/http-www.necf.jp_tb_root_480b9d/


お客さまや従業員など、多数の方が私有地（注１）内で乗る場合

プランＡ２の補償内容

プランＡ２の特徴

相手への賠償補償 ： 対人、対物事故につき補償いたします。（注２）
搭乗者の補償 ： 搭乗中のケガを起因とする死亡・後遺障害を補償いたします。
使用場所 ： 道路交通法が適用されない、私有地内のみが対象となります。

プランＡ２ 導入事例

■リゾート施設内のガイドツアー用に
■テーマパーク内での試乗イベント用に

運転者年令条件 全年齢／２１歳以上補償

対人賠償 無制限

対物賠償 １，０００万円／免責なし

自損傷害特約 なし

無保険車傷害特約 なし

搭乗者傷害
（死亡・後遺障害）特約

２００万円

搭乗者傷害
（入通院／日数）特約

入院日額 なし

通院日額 なし

車両保険 なし

年間保険料
全年齢 ： ４０，５６０円

２１歳以上 ： ２３，８２０円

（注１）私有地であっても道路交通法が適用される場合があります。 その場合はプランＡ１にお申し込みください。

プランＡ１ プランＡ２ プランＢ１ プランＢ２ プランＣ

（注２）対人・対物賠償については法律上の損害賠償責任を負わない場合には補償されません。たとえば記名被保険者が法人でご契約いたたいだ場合、
当該法人の従業員や所有物等に損害を与えた場合は補償されないことがあります。詳しくは当社までご照会ください。

NECF 自動車 001 960 承認番号：B22-100532 使用期限：2023/8/25

＊１：自社で１０台以上自動車を保有している場合は、フリートでの契約となります。当社までご照会ください。
＊２：『構内専用電気自動車割引』適用（私有地のみでの使用の場合）。
＜契約条件＞ （※２０２２年４月１日～２０２３年４月１日の間に保険契約を開始するもの）
◆保険種目：自動車保険・一般用（一般自動車総合保険） ◆保険期間：１年間
◆初年度ノンフリート等級：６等級（Ｓ）新規（４％割増）・事故有係数適用期間：０年
◆用途車種：自家用二輪自動車 ◆運転者年令条件：年令を問わず補償／２１歳以上補償
◆記名被保険者：法人もしくは個人 ◆払込方法：一時払い
＜補償内容＞
◆対人賠償：無制限 ◆対物賠償：１，０００万円（対物免責０万円）
◆セット特約条項：搭乗者傷害（死亡・後遺障害）特約：２００万円

ロードサービス費用特約（移動費用補償対象外）、被害者救済費用特約



プランＡ２ 補償内容のご説明

メールでのお見積り・お申込みを
ご希望の方はこちら

トップページへ戻る

対人賠償保険

対物賠償保険
ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与えること、またはご契約のお車の運転中等に
誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠
償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、
免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。

ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額に
ついて、被害者１名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等
により支払われるべき金額を超える部分に限ります。

NECF 自動車 001 960 承認番号：B22-100532 使用期限：2023/8/25

搭乗者傷害
（死亡・後遺障害）特約

ご契約のお車に搭乗中の事故により死亡または後遺障害が発生した場合に、次の保険金をお支払いします。
●事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者１名につきそれぞれ保険金額の全額を
死亡保険金としてお支払いします。

●事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者１名につき
それぞれ保険金額の4～100％を後遺障害保険金としてお支払いします。

https://contact.nec.com/http-www.necf.jp_tb_root_480b9d/


購入した企業および団体の従業員が、さまざまな場所で乗る場合

導入事例

■さまざまな場所での試乗イベント用に
■公道を走行するツアー用に

プランＢ１の補償内容

プランＢ１の特徴

相手への賠償補償 ： 対人、対物事故につき補償いたします。（注）
搭乗者の補償 ： 搭乗者のケガに対する補償はありません。

別途、傷害保険や労災保険を手配されている方がご搭乗ください。
使用場所 ： 日本国内のさまざまな場所での事故が補償の対象となります。

プランＢ１

※公道でセグウェイを使用する場合は、所轄警察署などの道路管理者から許可を受ける必要があります。

運転者年令条件 全年齢／２１歳以上補償

対人賠償 無制限

対物賠償 １，０００万円／免責なし

自損傷害特約 なし

無保険車傷害特約 なし

搭乗者傷害
（死亡・後遺障害）特約

なし

搭乗者傷害
（入通院／日数）特約

入院日額 なし

通院日額 なし

車両保険 なし

年間保険料
全年齢 ： ５２，０７０円

２１歳以上 ： ２９，６４０円

プランＡ１ プランＡ２ プランＢ１ プランＢ２ プランＣ

（注）対人・対物賠償については法律上の損害賠償責任を負わない場合には補償されません。たとえば記名被保険者が法人でご契約いたたいだ場合、
当該法人の従業員や所有物等に損害を与えた場合は補償されないことがあります。詳しくは当社までご照会ください。

NECF 自動車 001 960 承認番号：B22-100532 使用期限：2023/8/25ｖ

＊１：自社で１０台以上自動車を保有している場合は、フリートでの契約となります。当社までご照会ください。

＜契約条件＞ （※２０２２年４月１日～２０２３年４月１日の間に保険契約を開始するもの）
◆保険種目：自動車保険・一般用（一般自動車総合保険） ◆保険期間：１年間
◆初年度ノンフリート等級：６等級（Ｓ）新規（４％割増）・事故有係数適用期間：０年
◆用途車種：自家用二輪自動車 ◆運転者年令条件：年令を問わず補償／２１歳以上補償
◆記名被保険者：法人もしくは個人 ◆払込方法：一時払い
＜補償内容＞
◆対人賠償：無制限 ◆対物賠償：１，０００万円（対物免責０万円）
◆セット特約条項：ロードサービス費用特約（移動費用補償対象外）、被害者救済費用特約



プランＢ１ 補償内容のご説明

メールでのお見積り・お申込みを
ご希望の方はこちら

トップページへ戻る

対人賠償保険

対物賠償保険
ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与えること、またはご契約のお車の運転中等に
誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠
償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、
免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。

ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額に
ついて、被害者１名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等
により支払われるべき金額を超える部分に限ります。

NECF 自動車 001 960 承認番号：B22-100532 使用期限：2023/8/25

https://contact.nec.com/http-www.necf.jp_tb_root_480b9d/


購入した企業および団体の従業員が、私有地（注１）内で乗る場合

導入事例

■ショッピングモール内の警備や巡回用に
■ゴルフ場でのスタッフによるコースナビゲート用に

プランＢ２の補償内容

プランＢ２の特徴

相手への賠償補償 ： 対人、対物事故につき補償いたします。（注２）
搭乗者の補償 ： 搭乗者のケガに対する補償はありません。

別途、傷害保険や労災保険を手配されている方がご搭乗ください。
使用場所 ： 道路交通法が適用されない、私有地内のみが対象となります。

プランＢ２

（注１）私有地であっても道路交通法が適用される場合があります。 その場合はプランＢ１にお申し込みください。

運転者年令条件 全年齢／２１歳以上補償

対人賠償 無制限

対物賠償 １，０００万円／免責なし

自損傷害特約 なし

無保険車傷害特約 なし

搭乗者傷害
（死亡・後遺障害）特約

なし

搭乗者傷害
（入通院／日数）特約

入院日額 なし

通院日額 なし

車両保険 なし

年間保険料
全年齢 ： ３６，９７０円

２１歳以上 ： ２１，２７０円

プランＡ１ プランＡ２ プランＢ１ プランＢ２ プランＣ

（注２）対人・対物賠償については法律上の損害賠償責任を負わない場合には補償されません。たとえば記名被保険者が法人でご契約いたたいだ場合、
当該法人の従業員や所有物等に損害を与えた場合は補償されないことがあります。詳しくは当社までご照会ください。

NECF 自動車 001 960 承認番号：B22-100532 使用期限：2023/8/25

＊１：自社で１０台以上自動車を保有している場合は、フリートでの契約となります。当社までご照会ください。
＊２：『構内専用電気自動車割引』適用（私有地のみでの使用の場合）。
＜契約条件＞ （※２０２２年４月１日～２０２３年４月１日の間に保険契約を開始するもの）
◆保険種目：自動車保険・一般用（一般自動車総合保険） ◆保険期間：１年間
◆初年度ノンフリート等級：６等級（Ｓ）新規（４％割増）・事故有係数適用期間：０年
◆用途車種：自家用二輪自動車 ◆運転者年令条件：年令を問わず補償／２１歳以上補償
◆記名被保険者：法人もしくは個人 ◆払込方法：一時払い
＜補償内容＞
◆対人賠償：無制限 ◆対物賠償：１，０００万円（対物免責０万円）
◆セット特約条項：ロードサービス費用特約（移動費用補償対象外）、被害者救済費用特約



プランＢ２ 補償内容のご説明

メールでのお見積り・お申込みを
ご希望の方はこちら

トップページへ戻る

対人賠償保険

対物賠償保険
ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与えること、またはご契約のお車の運転中等に
誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠
償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、
免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。

ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額に
ついて、被害者１名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等
により支払われるべき金額を超える部分に限ります。
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導入事例

■他の賠償責任保険等で、リスクをケアしている場合

プランＣ 自賠責保険の補償内容

プランＣ
（自賠責保険）

プランＡ１ プランＡ２ プランＢ１ プランＢ２ プランＣ

対人賠償

死亡による損害 被害者１名につき最高３,０００万円

傷害による損害 被害者１名につき最高１２０万円

後遺障害
による損害

障害の程度により被害者１名につき
●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護のとき・・・最高４,０００万円／随時介護のとき・・・最高３,０００万円
●上記以外の場合
第１級・・・最高３,０００万円／第１４級・・・最高７５万円

対物賠償 なし

人身傷害 なし

搭乗者傷害 なし

車両保険 なし

プランＣ 自賠責保険の保険料

１年契約保険料 ７，５４０円

３年契約保険料 １１，９６０円

＜条件＞
自賠責保険（自動車損害賠償責任保険）/保険期間：２０２２年４月１日～ １年間または３年間
用途車種：軽自動車（検査対象外車）/払込方法：一時払
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※自賠責保険は、第三者の死亡やケガに対する賠償責任保険ですが、補償額には上限が設定されています。
『自賠責保険＋任意保険』のセットでのお申込みをお勧め致します。
このプランのみをお申し込みいただく場合は、第三者への賠償リスクや搭乗者自身のケガに対する備えが十分にされて
いることを必ずご確認ください。



こちらの内容は、自動車保険・一般用（一般自動車総合保険）の概要をご説明したものです。詳しくはパンフレット、重要事項のご説明等を
ご覧ください。なお、ご不明な点につきましては、取扱代理店または当社までご照会ください。

【取扱代理店】
ＮＥＣファシリティーズ株式会社
（httpｓ://www.necf.jp/）

保険事業部 法人サービス第二部

〒１０５－００１４
東京都港区芝二丁目２２－１２（ＮＥＣ第二別館６Ｆ）
TEL：０３-３４５５－１１２０ FAX：０３-３４５５－７８３２

【引受保険会社】
三井住友海上火災保険株式会社
（httpｓ://www.ms-ins.com/）

総合営業第二部第一課

〒１０１-８０１１
東京都千代田区神田駿河台３-１１-１
TEL：０３-３２５９-６６６７ FAX：０３-３２５９-７１３０
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