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お支払い

2016年４月以降 保険始期用

｜『インターネット更改』ならこんなに便利！｜

代理店名 （引受保険会社）

今まで郵送や対面で行ってきた更改手続きが、24時間いつでもお客さま自身で
インターネットから行えるようになりました。ぜひご利用ください！

ご契約の更改手続きは、

インターネット
更改で！

便利な

お手続きは、カンタン4ステップ

スマホ
OK!

ステップ 1
手続きページに
ログインする

ステップ 2
ご意向の確認・
ご質問に
回答する

ステップ 3
ご契約内容を
確認する

ステップ 4
保険料を
払込む

カンタン４ステップで更改手続き完了！

手続き
完了！

各ステップについて詳しくは、中面をご覧ください
C0180-00-01 1905

●契約内容の変更が必要な場合は、取扱代理店までご連絡ください。
●お手続き期限について 〔クレジットカード・団体扱の場合〕 始期日当日の15：00までログイン可能です。
 〔コンビニ・ペイジー・口座振替をご利用の場合〕 始期日前日の18：00までログイン可能です。
●スマートフォンでメールを送信しても返信がこない場合は「secom-sonpo.co.jp」を受信許可するドメインのリストに登録していただく等、
「secom-sonpo.co.jp」からのメールが受信できるよう設定を変更してください。
●お客さま専用のWebページのID・パスワードを忘れた場合は、Webページログイン画面の「ID・パスワードをお忘れの方」から、画面の
案内にしたがい操作してください。

ご注意事項

スマホ・PCに対応。
出先でもサッと手続き完了！

クレジットカードなら
払込みまで一気に完了!!

24時間いつでもOK!

申込書の返送不要

契約後いつでもマイページ
から契約内容を確認できる！

ATMでの
ペイジー払込みの流れ

お客さまのご利用されているペイジー対応金融機関の、
ネットバンキングサイトでお払込みをすることも可能です。

ゆうちょ銀行ATM
画面イメージ

銀行ATM
画面イメージ

※操作画面は各銀行ごとに若干異なります。

ゆうちょ銀行ATMの場合「料金払込（ペイジー）」を、
銀行ATMの場合「料金・料金払込み」を選択します。1

「払込案内メール」に記載の
「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」を
順に入力します。2

支払内容を確認し、
「確認」をタッチします。3

お支払方法を
「現金」または「カード」より選択します。
※ゆうちょ銀行ATMの場合は、電話番号の入力画面があります。4

お金をお入れください。
（カード支払の場合は、
カードと暗証番号を入れてのお支払になります。）5

おつりと明細票をお受取りください。
（カード支払の場合は、カードと明細票が出ます。）
明細票は大切に保管してください。
6

料金払込
（ペイジー）

いらっしゃいませ

ご希望のお取引き
ボタンを押してください。

確認番号
確認番号を入力し
最後に「確認」を押してください

0
987
654
321収納機関番号

58171
お客様番号
1234567890
確認番号
12345

確　認
内容がよろしければ「確認」を押してください

払込先
お客様番号
お名前
払込内容

ペイジェント
1234567890
ヤマダタロウ
決済内容 確認

お支払い方法を選択してください
払込金額 4,200円

通帳・カード現金

お受取り
どうぞお受取りください

おつり 800円

紙幣
紙幣をそろえて
紙幣挿入受取口に入れてください

硬貨をご利用の場合は「硬貨」を押してください

硬貨

料金・料金払込み

321
0

654
987

収納機関番号
58171
お客様番号
1234567890
確認番号
12345

払込先
お客様番号
お名前
払込内容

ペイジェント
1234567890
ヤマダタロウ
決済内容

確認

現金

キャッシュカード

おつり 800円



◆◆セコム損保からのお知らせ◆◆

瀬古夢　太郎　さま

◆ご契約手続きはまだ完了しておりません。

このたびは、「自動車保険」にお申込みいただき、誠にありがとうございます。
下記期日までに保険料をお払込みくださいますようお願い申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

＜お払込期日＞
　**年**月**日

＜お申込内容＞
　●証券番号：8000000001
　●保険始期日：**年**月**日
　●保険期間：1年間
　●払込方法：一括払
　●合計保険料：100,000円

▼ご契約内容、お払込情報は以下の「お客さま専用Ｗｅｂページ」からもご確認できます。
　┗ https://www.xxxxx.xxx/xxxx･xxxx//xxxx//xxxx/
　ログインID: ******
　パスワード: お客さまにて設定されたパスワード

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

＜お払込みのご案内　コンビニ払＞
◇セブンイレブン
　**払込票**
　（セブンイレブン代金収納サービス払込票）
　受付方法：前払い（現金払込）
　振込先名：セコム損害保険株式会社
　払込票番号：1234-5678-90123

　▼払込票画面はこちら（外部サイトに移動します）
 　 ┗ https://www.xxxxx.xxx/xxxx･xxxx//xxxx//xxxx/
　　
◇ローソン・ファミリーマート・セイコーマート・ミニストップ
　**インターネット受付**
　お払込み方法：ご入金番号通知
　お払込み受付番号：1234567
　　　
　▼各コンビニの払込案内はこちら
　  ┗ https://www.xxxxx.xxx/xxxx･xxxx//xxxx//xxxx/

◇サークルＫ・サンクス・デイリーヤマザキ
　**インターネット代金払込**
　お払込み方法：ご入金番号通知
　お払込み受付番号：1234567890123
　　　
　▼各コンビニの払込案内はこちら
　  ┗ https://www.xxxxx.xxx/xxxx･xxxx//xxxx//xxxx/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※お客さまのお名前などの文字表記は、システムの制約により正しく表記されない場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。

※本メールにお心当たりのない方は、大変ご面倒ではございますがメールを削除願います。

※本メールは配信専用となり、ご返信いただいても返答することができませんので、あら
かじめご了承ください。

Copyright(C)
  SECOM General Insurance Co.,Ltd. All Rights reserved.
        　　　　　　　　　　　　　　　　　　  SEK-1101-1406-0036　*******

宛　先：

セコム損保

瀬古夢 太郎様

差出人：

件　名：  払込手続のご案内【セコム損保】

◆◆セコム損保からのお知らせ◆◆

瀬古夢　太郎　さま

◆ご契約手続きはまだ完了しておりません。

このたびは、「自動車保険」にお申込みいただき、誠にありがとうございます。
下記期日までに保険料をお払込みくださいますようお願い申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

＜お払込期日＞
　**年**月**日

＜お申込内容＞
　●証券番号：8000000001
　●保険始期日：**年**月**日
　●保険期間：1年間
　●払込方法：一括払
　●合計保険料：100,000円

▼ご契約内容、お払込情報は以下の「お客さま専用Ｗｅｂページ」からもご確認できます。
　┗ https://www.xxxxx.xxx/xxxx･xxxx//xxxx//xxxx/
　ログインID: ******
　パスワード: お客さまにて設定されたパスワード

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

＜お払込みのご案内　銀行・郵便局・ATM（振込）＞
　お払込み方法：番号通知（ペイジー）
　収納機関番号：12345
　お客さま番号：12345678901234567890
　確認番号：67890
　　　
　▼｢ペイジー（Pay-easy)によるお払込みの流れ｣は以下の「お客さま専用Ｗｅｂページ」
からもご確認できます。
┗ https://www.xxxxx.xxx/xxxx･xxxx//xxxx//xxxx/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※お客さまのお名前などの文字表記は、システムの制約により正しく表記されない場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。

※本メールにお心当たりのない方は、大変ご面倒ではございますがメールを削除願います。

※本メールは配信専用となり、ご返信いただいても返答することができませんので、あら
かじめご了承ください。

Copyright(C)
  SECOM General Insurance Co.,Ltd. All Rights reserved.
        　　　　　　　　　　　　　　　　　　  SEK-1101-1406-0036　*******

宛　先：

セコム損保

瀬古夢 太郎様

差出人：

件　名：  払込手続きのご案内【セコム損保】

「secom-sonpo.co.jp」から送られるメールが受信できるように、
迷惑メール対策の設定を変更してください。

画面の案内にしたがい
手続きすると払込完了です。

コンビニ払い、ペイジーを選択すると「払込案内メール」が
届きます。メールの案内にしたがいご入金ください。

お手元に届いた「満期案内ハガキ」または「更改申込書」を
見ながら、下記の要領でメールを送信します。１

しばらくすると返信メールが届きます。
メール本文に記載されているURLに
アクセスします。

2

手続きページが表示されます。
　 のお手続きIDとパスワードを
入力してログインします。
D3

『インターネット更改』ご利用の流れ

スマートフォンから
　のQRコードを読み込み、
表示される画面のメールを
そのまま送信します。

A
パソコンから

件名欄にお客さまの　  証券番号を
入力したメールを、

　のアドレス宛に送信します。B

C

ステップ 1 手続きページにログインする ステップ 4 保険料を払込む ご希望の払込方法を以下の３つから選びます。

ステップ 2
ご意向の確認・ご質問に回答する
画面の案内にしたがい回答します。
※ご回答結果により、「インターネット更改」をご利用いただけない場合があります。

ステップ 3
契約内容を確認する
画面の案内にしたがい契約内容を確認します。
※団体扱のお客さま、口座振替のお客さまは、このステップで手続き完了です。

A
B
C

D

「更改申込書」の例

宛　先：

xxxx@xxxx.xxx.xxx

xxxx@xxxx.xxx.xxx

差出人：

件名： お手続きのご案内

http://www.xxxxxx/xxxx/xxx

クレジットカード
ご本人または配偶者さま
名義のカードのみ使用可能。

コンビニ払い ペイジー

コンビニ払い「払込案内メール」 ペイジー「払込案内メール」

必ずこの期日までに
ご入金ください。

お払込情報は「お客さま専用のWebページ」
でもご確認いただけます。

1 3

2

セブンイレブンで払込む場合
　  に記載のリンク先で表示される払込票（バーコード）
を店舗レジに提示しお払込みください。
1

その他のコンビニで払込む場合
　  に記載の「お払込み受付番号」や「振込票番号」を
各コンビニ店頭の情報端末（例：ローソンロッピー）で
入力すると申込券が発行されます。
これをレジに提示し、お払込みください。

2
ATMで払込む場合
　  に記載の番号を銀行・郵便局等のATMに持参し、
お払込みください。
3

※払込方法については、裏面をご確認ください。
　また、ATMをご利用できる金融機関については、
　ペイジーのホームページをご確認ください。

ネットバンキングで払込む場合
各金融機関ネットバンキングサイトの案内にしたがい
　  に記載の番号を入力してお払込みください。3

各コンビニエンスストアによって、
情報端末に表示される画面が
異なります。「クレジットカード」「コンビニ」「ペイジー」での払込手続きを

ご希望のお客さまは、　　　　  に進みます。ご希望のお客さまは、　　　  に進みます。ステップ 4


