
令和4年1月以降保険始期用ながらくプラン

TS CUBIC CARD 個人会員のお客さまに

TS CUBIC
CARD 自動車保険

TS  CUB I C  CARDで自動車保険を、
なが～くラクラク払込み

累計契約件数 万件（注）突破！150
（注）＜累計契約件数＞あいおいニッセイ同和損保（旧あいおい損保を含む）における2003年6月から2021年8月までの「ながらくプラン」の累計契約件数です。

ながらくプランご契約条件

ながらくプランご契約に関してのご注意

■対象者

払込
回数

保険期間
月払方式
年払方式

2年
24回
2回

3年
36回
3回

以下のTS CUBIC CARD個人会員（保険契約者本人、保険契約者の配偶者、保険
契約者の親族のいずれかの方のカード名義）であること、または「ながらくプラン」
ご加入と同時にTS CUBIC CARDの所定の入会手続きをしていただくこと（保険
料即時売上制度の利用）が条件となります。
TOYOTA（トヨタ）・LEXUS（レクサス）・DAIHATSU（ダイハツ）・jms（ジェーム
ス）・いきいきぷらちな倶楽部

■無事故祝い金について
無事故祝い金とは、無事故返戻金付長期契約保険料平準分割払特約における無事故返れい金のことをいいます。
以下の条件を満たす場合、月払方式の場合はご契約時の1回分の分割保険料と同額、年払方式の場合はご契約時の分割保険料1回分の1/12の額（円単位を四捨五入し10円
単位とします）をお支払いします。
（1）保険期間が満了し、かつ、保険料の全額を払い込んでいただいていること。　（2）保険期間中、無事故（注）であること。
（注）無事故祝い金に定める無事故とは、等級別割引・割増制度の「ノーカウント事故」の定義とは異なります。無事故祝い金では次の特約に係る事故については、事故件数に含

めず、無事故祝い金をお支払いします。

□ながらくプランのご契約はTS CUBIC CARD個人会員（保険契約者本人、保険契約者
の配偶者、保険契約者の親族のいずれかの方のカード名義）であることが条件となり
ます。

□ながらくプランの保険料（分割保険料、追加保険料、解除・解約時追加保険料等）の払込みお
よび返還は、原則TS CUBIC CARDを通じて行います。なお、保険期間の中途でTS CUBIC 
CARD以外のクレジットカードに変更したり、口座振替に変更することはできません。

□無事故祝い金は、当社よりトヨタファイナンス株式会社へお支払いし、保険契約者が保
険料の払込みに指定したTS CUBIC CARDを通じて、カード会員規約に定めるお支払
いの期日に、他のカード利用代金に充当する方法で精算されます。他のカード利用が
ない場合はトヨタファイナンス株式会社よりお引落としの口座にお支払いします。

□当社に、他のTS CUBIC CARDへの変更、TS CUBIC CARDの退会、保険契約の解約
等の申し出がない限り、ご指定いただいたTS CUBIC CARDにより毎回の分割保険料
を払い込んでいただきます。

□保険期間の中途で、TS CUBIC CARDを退会された場合は退会日の翌月末、3回連続
してTS CUBIC CARDの有効性が否認された場合（注）は2回目の有効性が否認された
月末に、原則としてご契約が解除され、解除日の翌日以降に発生した事故については

保険金をお支払いできません。ただし、未払込分割保険料を一括して払い込んでいた
だければ保険契約を存続させることができます。
（注）年払方式の場合は、分割保険料の払込月のTS CUBIC CARDの有効性が否認さ

れて以降、それを含めて毎月のTS CUBIC CARDの有効性が連続して3回否認さ
れた場合

□保険期間中に事故が発生しているご契約について中途で解約をされる場合や、同一保
険年度に2回以上の事故が発生している場合は、1年契約を継続された場合と次契約
に適用する等級・事故有係数適用期間が異なる場合があります。

□上記以外でも、事故が発生した保険年度によっては、1年契約を継続された場合と次契
約に適用する等級・事故有係数適用期間が異なる場合があります。

□保険期間の中途で解約をされる場合や解除となった場合は、始期日からの経過期間・
契約条件によっては、TS CUBIC CARDにより追加保険料を一括して払い込んでいた
だきます。

□保険期間の中途で解約された場合、1年契約を継続された場合と比較（月払方式は一
般分割払（口座振替）、年払方式は一時払と比較）して払込総額が高くなる場合があり
ます。

■保険期間（ご契約期間）
2年または3年のいずれかをお選びいただきます。

■始期日
クレジットカードのオーソリゼーション取得日以降となります。
■払込方法
TS CUBIC CARDを通じて行います。
また、月払・年払のいずれかからお選びいただけます。なお、払込回数は下記のとおりとなります。

■保険種類
タフ・クルマの保険（個人総合自動車保険）、タフ・見守るクルマの保険プラス、タフ・
見守るクルマの保険、タフビズ事業用自動車総合保険（一般総合自動車保険）、一般
総合自動車保険が対象となります。

（年末年始は休業させていただきます）
電話受付時間 平日 : 土日・祝日 :9:00～17:009:00～19:00
（カスタマーセンター） （無料）

（220101）　（2021年10月承認）　GB21A010648　（16-829）

お引落としのサイクルについて

2日払

17日払

年払
月払

年払
月払

お引落とし開始月

お引落とし終了予定月TS CUBIC CARDを
お持ちの場合

保険料即時売上制度でTS CUBIC CARDに
加入した場合お引落とし額 お引落とし額

始期日の属する月の
3か月後

始期日の属する月の
3か月後

始期日の属する月の
4か月後

始期日の属する月の
2か月後

1回分の
分割保険料

初回のみ2回分の分割保険料

初回のみ2回分の分割保険料
1回分の分割保険料

1回分の分割保険料

満期日の属する月の2か月後

満期日の属する月の1か月後
最終保険年度の始期応当日の属する月の3か月後

最終保険年度の始期応当日の属する月の2か月後

ご契約内容〈タフ・クルマの保険（個人総合自動車保険）〉〈始期日：令和4年1月〉

●このパンフレットは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「タフ・クルマの保険パンフレット」、「タフビズ事業用自動車
総合保険パンフレット」、「セーフティツーリングパンフレット（注）」のいずれかのパンフレットおよび「重要事項のご説明」および「な
がらくプラン同意事項」の〈注意事項〉をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意し
ていますので、必要に応じて当社ホームページでご参照ください。もしくは、取扱代理店または当社までご請求ください。ご不明な点
につきましては、取扱代理店または当社にお問合わせください。
（注）「セーフティツーリング」は二輪自動車、原動機付自転車を保険の対象とした一般総合自動車保険（ノンフリート契約）のプラン名称です。
●「タフ・見守るクルマの保険プラス」は「運転特性情報による保険料算出に関する特約」に加え、「ドライブレコーダーによる事故
発生の通知等に関する特約」（タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型））または「事故発生の通知等に関する特約」（タフ・
見守るクルマの保険プラスS）のいずれかの特約がセットされた個人総合自動車保険のそれぞれのペットネームです。

●「タフビズ事業用自動車総合保険（ドラレコプラン・プラスＳプラン）」は、「運転特性情報による保険料算出に関する特約」に加
え、「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」（ドラレコプラン）または「事故発生の通知等に関する特約」
（プラスＳプラン）のいずれかの特約がセットされた「タフビズ事業用自動車総合保険」のプラン名称です。
●このパンフレットの内容は令和4年1月現在のものです。
●取扱代理店は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理など
の業務を行っています。したがいまして、取扱代理店と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたも
のとなります。

本パンフレット記載の保険料試算条件

○自家用普通乗用車、10等級・事故有係数適用期間0年（契約時）、26才以上補償、記名被保険者年令別料率区分：30～39才、料率クラス：車両クラス7、対人・自損クラス7、
対物クラス7、傷害クラス7、初度登録年月：令和4年1月、新車割引、ASV割引、運転免許証の色：ゴールド、使用目的：日常・レジャー使用
○補償内容　対人賠償保険：無制限、対人臨時費用特約：あり、対歩行者等傷害特約：あり、対物賠償保険：無制限（免責金額：なし）、対物超過修理費用特約：あり、人身傷害保
険：5000万円、自動車事故特約：あり、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約：あり、傷害一時金特約：あり（傷害一時金倍額払特約セット）、車両保険〈一般補償〉（免責
金額0-10万円）：1年目200万円、2年目160万円、3年目130万円、新車特約：あり（新車保険金額200万円）、全損時諸費用特約：あり、弁護士費用（自動車事故型）特約：あり、
ロードサービス費用特約〈代車補償拡張特約セット、保険金日額7,000円〉：あり、車両保険無過失事故特約：あり
○「一般分割払（口座振替）」はあいおいニッセイ同和損害保険（株）で1年契約を3年間継続した場合の払込額となります。ご契約後の保険料改定等は考慮していません。
○保険料は令和4年1月現在の保険料に基づくものですので保険料の改定等により変更となることがあります。

・対歩行者等傷害特約 ・犯罪被害事故特約 ・入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約 ・地震･噴火･津波「車両全損時定額払」特約
・ロードサービス費用特約 ・代車補償拡張特約 ・車内外身の回り品特約 ・日常生活賠償特約
・ファミリーバイク（人身傷害型）特約 ・ファミリーバイク（自損・無保険車傷害型）特約 ・弁護士費用（自動車事故型）特約 ・弁護士費用（自動車・日常生活事故型）特約
・弁護士費用（自動車・自転車事故型）特約 ・自転車賠償特約 ・企業･団体見舞費用特約 ・事業用積載動産特約
・運送業者受託貨物賠償特約

※年払方式で保険期間3年の場合の2回目お引落とし月は、第2保険年度の始期応当日の属する月の、2日払は3か月後、17日払は2か月後となります。

「タフ・クルマの保険」
「タフ・つながるクルマの保険」

「タフ・見守るクルマの保険プラス」は
ベルマーク協賛商品です。
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TS CUBIC CARDと   自動車保険。

長期でご契約いただける自動車保険です！
保険期間（ご契約期間）をお客さまのご希望に合わせ2年または3年に設定いただき、
毎回の払込額をTS CUBIC CARDで決済いただきます。
長期契約となりますので、保険期間中は毎年の継続手続は必要ありません。

● 「ながらくプラン」…「立替払保証付クレジットカードによる保険料払込に関する特約」（注）および「無事故返戻金付長期契約保険料平準分
割払特約」（注）がセットされた長期自動車保険のペットネームです。

（注）「車両運行情報による保険料精算に関する特約用」を含みます。

自動車保険TS CUBIC
CARD

２つが１つになった便利なプラン。

※カード発行にはトヨタファイナンス株式会社所定の審査がございますので、あらかじめご了承ください。

自動車ディーラーならではの自動車保険です！
TS CUBIC CARD個人会員のお客さまだけがお選びいただける、クレジットカード払で
便利な自動車保険です。TS CUBIC CARDをお持ちでなくても、その場でカード入会、
保険加入が可能です。
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保険料は定額での払込みとなりますので、1年契約
を継続する場合に比べて特に1年目の保険料負担
が少なくなります。払込方法は、月払・年払のいずれ
かからお選びいただけます。また、万が一の事故の
場合も保険期間終了まで払込額は変わりません。

万が一の事故の場合の補償は
充実させたいけど
保険料は少しでも安いほうが
いいな

払込みは定額でラクラク！メリット

1

１年目 2年目 3年目

払込総額
3年目１年目 2年目

払込総額

一般分割払（口座振替）契約を3年間継続した場合とながらくプラン（保険期間3年）を比較すると…

無事故
祝い金

毎回の分割保険料を
TS CUBIC CARDで3年間払い込みます。

1年間分を月々に
分割して払い込みます。

●1年ごとに払込額が変わります。
●毎年の継続手続が必要です。
●無事故でも保険料は戻ってきません。

●月払・年払のいずれかからお選びいただけます。
●保険期間中の払込額は毎回定額で変わりません。
●１回の手続きで毎年の継続手続は不要です。
●無事故の場合、「無事故祝い金」をお支払いします。

一般分割払（口座振替）

たとえば自動車保険に、こん  なご要望はありませんか？

なら！

無事故の場合には、満期時にもらってうれしい
“無事故祝い金”をお支払いします。

もらってうれしい無事故祝い金付き！

無事故の場合に
おたのしみがある
自動車保険はないかしら？

メリット

2

無事故祝い金
9,260円

3年間無事故の場合

一般分割払（口座振替）

払込総額 　344,520円 払込総額 　333,360円
無事故祝い金
実質のご負担額

▲9,260円
324,100円

月々9,520円
（年間114,240円）

月々9,360円
（年間112,320円） 月々9,260円（年間111,120円）

１年目
10等級（0年）

2年目
11等級（0年）

3年目
12等級（0年）

次契約
13等級（0年）

１年目
10等級（0年）

2年目
───

3年目
───

次契約
13等級（0年）

一般分割払（口座振替）に比べて
●特に1年目のご負担が軽減されます。
●4年目は通常の保険と同様、13等級（0年）でご契約。

一般分割払（口座振替）と
実質のご負担額との差 ▲ 20,420円

月々9,830円
（年間117,960円）

もらってうれしい
無事故祝い金

※等級に続く（　）は事故有係数適用期間を示しています（以下、同じです）。

なら！

無事故祝い金とは、「無事故返戻金付長期契約保険料平準分割払特約」における「無事故返れい金」の
ことをいい、保険期間中、無事故の場合にご契約時の1回分の分割保険料と同額をお支払いします
（年払方式の場合はご契約時の分割保険料1回分の1/12の額（円単位を四捨五入し10円単位とします）
となります）。
なお、無事故祝い金に定める無事故とは、等級別割引・割増制度の「ノーカウント事故」の定義とは異
なります。詳細は後記「ながらくプランご契約に関してのご注意」をご覧ください。
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2台以上のお車をまとめてご契約いただくと、保険料を割引！

※次の①～③の条件がすべて同一であるときにこの割引を適用します。
　①取扱代理店　②各保険証券の始期日・満期日　③保険契約者

ご契約台数 2台 ３～５台

3%割引 4%割引 6%割引
６台以上

「まとめ割」
（ノンフリート多数割引）

割引率

クルマを２台持ってるけど
何かメリットはないかしら？

TS CUBIC CARD払で便利！

保険料の払込みが便利な
自動車保険ってないかな？

メリット

3

一般分割払（口座振替）の場合

なら

TS CUBIC CARDで払込み カード決済額に応じて
TS CUBIC CARDの
ポイントが付与されます！

もっと
便利な方法は
ないかなぁ

これなら
便利で
カンタンだな！

TS CUBIC CARDの払込みと一般分割払（口座振替）を比較すると…

なら！

「まとめ割」なら2台以上のお車をまとめて
ご契約いただくと、保険料が割引になります。

まとめてお得な割引！メリット

4
なら！

払込みは、ご家族それぞれのTS CUBIC CARDをお選びいただけます

たとえば自動車保険に、こん  なご要望はありませんか？

保険料の払込みはTS CUBIC CARDを通じて行
われますので、ご契約手続きが便利です。
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（1）払込開始時期が通常、始期日の属する月の2か月後以降となりますの
で、解約時点でまだ払い込んでいただいていない分割保険料の請求
が発生する場合があります。

（2）ながらくプランは毎回の払込保険料を保険期間中同一としているた
め、補償される危険に見合った保険料に比して、当初は低い保険料設定
としています。その差額は最終回の払込みが完了した時点で解消しま
すので、解約時の条件によっては、差額分を｢解約追加保険料｣として
TS CUBIC CARDにより一括して払い込んでいただきます。

残りの払込回数＋1回で契約内容変更保険料を均等に分割して
TS CUBIC CARDを通じて請求・返還します。
なお、翌保険年度以降の分割保険料は変更してTS CUBIC CARDへ請求します。

解約時の保険料請求について

契約内容変更時の保険料について

※事故が発生した保険年度によっては、次契約以降に適用する等級・事故有係数適用期間および保険料が異なる場合があります。 

（例）始期日の属する月が4月で解約日が7月の場合
〈月払方式〉 〈年払方式〉

2日払

17日払

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

始期日 始期日解約日

①保険料

②保険料 ③保険料

②保険料 ③保険料

④保険料＋
①保険料 解約追加保険料

または
返還保険料

④保険料＋
解約追加保険料
または

返還保険料

2日払

17日払

保険料変更開始月

〈月払方式〉
毎月の分割保険料を変更してTS CUBIC CARDを通じて請求します。

〈年払方式〉

契約変更日の3か月後

契約変更日の2か月後

2日払

17日払

①契約変更日の3か月後に契約内容変更保険料を請求・返還
②翌保険年度以降の分割保険料を増額・減額
①契約変更日の2か月後に契約内容変更保険料を請求・返還
②翌保険年度以降の分割保険料を増額・減額

点線部分（　　）は通常の1年契約を
3年間継続した場合の保険料イメージ

1年目 3年目

この部分が解約追加保険料となります

解 約
平準化による低減部分

ながらくプラン保険料2年目

次契約以降における『事故有係数適用期間』について

2日払

17日払

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

解約日

①保険料

①保険料
解約追加保険料
または

返還保険料

解約追加保険料
または

返還保険料

10等級（0年）
9等級（2年） 10等級（1年）

9等級（1年） 10等級（0年）

ー ー

次契約

3年目 4年目 5年目2年目1年目

10等級（0年）
7等級（F）（3年） 8等級（2年）

次々契約

次契約 次々契約

左記ケースにおいては、事故発生年度にかかわらず次契約（４年目）の適用等級・
事故有係数適用期間は9等級（2年）となります。

3等級
ダウン事故
1件

3等級
ダウン事故
1件

ながらくプラン 一般分割払（口座振替）

「ながらくプラン」のご契約について
ご注意いただきたいことがあります。
必ずお読みください。

一般分割払（口座振替）

夜間・休日も、平日と変わらない事故対応
初期対応から示談交渉（注）まで、あいおいニッセイ同和損保の社員がすべて対応します。

いつでも安心！

24時間365日、お客さまによりそった事故対応サービスを実現！
夜間・休日も社員が対応！

ポイン
ト

示談交渉（注）保険金支払い
可否の判断

修理工場と
の打合せ

代車の
手配

病院への
連絡

ロードサービス
の手配

事故の
受付

24時間365日
事故対応サービス

24時間365日
事故対応サービス

開始前
の事故対応サービス

対応内容

〇 〇 〇 〇 × × ×

へのお客さまの声

連休前に事故を起こしてしまいました。連休中、相手の方から責任割合のことで何度も電話があり困っていましたが、あいおい
ニッセイ同和損保へ相談したところ、休日にもかかわらず社員の方が相手の方へ連絡し、責任割合についてしっかり説明してくれ
ました！ 相手の方も納得してくれたので、とても安心しました。

安全運転につながる取組みにチャレンジすること
でポイントが貯まります。
貯まったポイントに応じて、特典がもらえるため、
日々の安全運転がもっと楽しくなります。

ADテレマイレージ

アプリで楽しくトレーニング

川島隆太教授の
いきいき脳体操

あいおいニッセイ同和損保のテレマティクス自動車保険安全・安心

※各サービスの詳細は9、10ページをご確認ください。

お車の位置や
事故状況の把握

AIを活用した迅速かつ
適切な事故対応

安否確認コール

高
度
な
事
故

対
応
サ
ー
ビ
ス

見守りサポート

運転レポート

安全運転スコアによる
保険料割引

ADテレマイレージ

安全運転で
お得

さらに楽しく

安全運転を楽しむ
(安全運転のサポート)

個人向け商品 事業者向け商品

データを
活用した

充実の事故対応
＋

24時間
365日
事故対応
サービス

テレマティクス
自動車保険のポイント

GIFT

安全運転に
チャレンジ

ポイントが
「貯まる」

特典を
「ゲット」

さらなる安全運転
にチャレンジ

（注）話合いでの解決が困難な場合など、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで当社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。

ドラレコプラン プラスSプラン
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当社オリジナルのドライブレコーダーのみ

（注1） 「タフ・見守るクルマの保険プラス」とは、「タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型）」および「タフ・見守るクルマの保険プラスＳ」の総称をいいます。
（注2）  当社指定のテレマティクス端末は、ご契約後に当社よりお送りします。以下に該当する場合は新たに端末を送付しませんので、既に設置済みの端末を使用してください。

・前契約と継続契約がいずれもドラレコ型の商品（「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」をセットしたご契約）の場合　
・前契約と継続契約がいずれも「タフ・見守るクルマの保険プラスS」または「タフビズ事業用自動車総合保険（プラスSプラン）」の場合　
・ご契約のお車の入替が発生した場合

（注3）  運転特性計測期間中に当社指定のテレマティクス端末で計測された有効走行距離（注5）が500km未満の場合、運転特性割引を適用せず、はじめて「タフ・見守るクルマ
の保険プラス」または「タフビズ事業用自動車総合保険（ドラレコプラン・プラスSプラン）」をご契約する場合と同等の保険料水準を適用します。

（注4）  安全運転スコアの区分がCの場合と比較した割引率です（割引率は現時点での内容であり、将来変更となる場合があります）。なお、一部の特約には割引が適用され
ないため、保険料全体に対する割引率とは一致しません。

（注5）  ご契約のお車の走行距離のうち、ご契約のお車に設置された当社指定のテレマティクス端末で運転特性情報を所定の方法で有効に計測した走行距離をいいます。そ
のため、この走行距離は、運転席計器盤の累計走行距離メーター（オドメーター）で計測される走行距離と異なる場合があります。 

（注6）  過去に発生した事故における衝撃の度合いを分析して事故検知の精度を高めていますが、車種、重量等の条件により衝撃の検知に違いがあるため、コールセンターに
通知されないことがあります。また、自力走行が困難と思われる事故を対象としているため、衝突後に所定の距離を移動している場合も、同様にコールセンターに通知
されないことがあります。「タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型）」または「タフビズ事業用自動車総合保険（ドラレコプラン）」の場合、ドライブレコーダー型テ
レマティクス端末が検知した衝撃が大きな衝撃（自力走行が困難と思われる程度の衝撃）未満で、手動による通報を案内する画面表示がされる場合は、ドライブレコー
ダー型テレマティクス端末の緊急通報ボタンを押してご連絡ください（事故映像がある場合は当社に自動的に送信されます）。「タフ・見守るクルマの保険プラスS」ま
たは「タフビズ事業用自動車総合保険（プラスSプラン）」の場合、通信車載器型テレマティクス端末が大きな衝撃（自力走行が困難と思われる程度の衝撃）を検知する
と、自動的にコールセンターへ通知し、専任オペレータから、事前にご登録いただいた緊急連絡先の電話番号に連絡を行います。通信車載器型テレマティクス端末が検
知した衝撃が大きな衝撃（自力走行が困難と思われる程度の衝撃）未満で、スマートフォンに手動による通報を案内する画面表示がされる場合は、専用スマートフォン
アプリからあいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター（0120-024-024）にご連絡ください。衝撃が小さく、ドライブレコーダー型テレマティクス端末および
スマートフォンに画面表示がされない場合は、緊急通報ボタンはご利用いただけません。お手数ですがお電話で取扱代理店またはあいおいニッセイ同和損保あんしん
サポートセンター（0120-024-024）に事故発生をご連絡ください。事故以外による衝撃を検知した場合にもコールセンターに通知され、安否確認コールが行われる
ことがあります。

（注7）  ご家族等へ、安全運転支援アラート（「タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型）」または「タフビズ事業用自動車総合保険（ドラレコプラン）」）のうち「高速道路逆
走注意アラート」「指定区域外走行アラート」の発生時刻・場所等に加え、1か月ごとに作成される見守りレポートをスマートフォン等へ通知・共有するサービスもご提
供します。

（注8）  安否確認コールによってお客さまの負傷等が確認され、専任オペレータがお客さまご自身での119番通報が困難だと判断する場合に、管轄の消防本部へ救急車の出
動を依頼します。

（注9）  専用事故受付デスクに連携され、専任オペレータがご対応します。
（注10） 通信環境等により事故にあわれた場所などを把握できない場合があります。
（注11） AIが解析した相手車両の速度等のデータ（参考値）は通信環境・天候・事故の状況等により、事故対応に活用できない場合があります。また、お客さまが設置されてい

るドライブレコーダーで録画された事故映像については、AIによる動画解析はご利用いただけません。本サービスは事故時の責任割合が必ず有利になることをお約
束するものではありません。

大切な人を見守る
事故緊急自動通報サービス／見守りサービス

もしもに備えて、あなたを見守る
安全運転を

見守る

※1 はじめてご契約する場合には平均的な安全運転スコアの区分であるBと同等の保険料水準を適用します。
※2 ご契約のお車の安全運転スコアによっては、当社が販売している他の自動車保険と比べて保険料が割高となる場合があります。当社がご提供する運転診断
レポートや安全運転アドバイスをご活用いただき、安全運転を心がけてください。

※3 緊急時の急ブレーキも運転特性の計測に影響しますが、危険回避に必要なときにはためらわずに急ブレーキの操作を行ってください。

安全運転スコアに応じて、
継続後のご契約の保険料が決まります。

当社指定のテレマティクス端末（注2）を通じて、ご契約のお車の運転特性計測期間中の走行における「速度超過・急アクセル・
急ブレーキ」の発生頻度から安全運転スコアを算定し、その区分に応じた「運転特性割引」を継続契約に適用します（注3）。

1回の運転ごと、および、1か月ごとの運転診断結果をレポートとしてご提供します。診断結果
を総合評価や評価項目ごとに見える化し振り返ることで、さらなる安全運転を目指します。
※専用のスマートフォンアプリまたは専用サイトでご覧いただけます。

安全運転を

楽しむ

安全運転で

得する

自分の運転を振り返る
運転診断レポート

速度超過、急加速・急減速、車線逸脱や前方車両への接近、高速道路での逆走に対して
注意喚起する等、多様なアラートをご提供し、事故防止をサポートします。

「事故につながりやすい運転」を注意喚起
安全運転支援アラート

安全運転スコア
（区分）

運転特性割引 8%割引（注4）

80
点以上
（A）

割引なし（0％）

59
点以下
（C）

4%割引（注4）

60～79
点
（B）

安全運転で保険料が割引に

お客さまの安全運転をサポート

安全運転スコアは、
専用のスマートフォン
アプリまたは専用サ
イトで確認できます。

スピードの出しすぎ
にご注意ください安全運転を

見守る

事故のない安全・安心なクルマ社会の実現に向けて

20XX年XX月XX日 
15:46
場所:35°XX'32.9"N 
139°XX'25.0"E
自車速度：20.4km/h

※画面はイメージです。

お車が大きな衝撃（自力走行が困難と思われる程度の衝撃）（注6）を検知すると、❶自動的にコールセンターへ通知し、❷専
任オペレータから安否確認コールを行います。事故直後の初期対応に必要なアドバイスや、お車のレッカー牽引・搬送等
の手配等、事故で不安を抱えるお客さまを迅速かつ的確にサポートします。さらに、❸事故時の初期対応状況をご指定い
ただいた方へメールでご連絡します。

けん

ドライブレコーダーの映像から相手車両の速度等の事故状況をAIで解析し、判例情報と照らして
責任割合の判定をサポートすることで、迅速かつ適切な事故解決を実現します。

AIがドライブレコーダー映像を解析（注11）

当社指定のテレマティクス端末からお車の位置情報・速度が自動
で送信され、事故にあわれた場所や事故に至るまでの経路などの
事故状況を正確かつスムーズに把握するため安心です。

お車の位置・速度の把握（注10）

テレマティクス技術による
高度な事故対応サービス

夜間・休日も
平日と変わらない
事故対応を実現！

さらに

当社オリジナルのドライブレコーダーのみ

何をしたら
いいんだろう？

お客さま ご指定の方

事故

あいおいニッセイ
同和損保

❸
見守りサービス（注7）

救急搬送の
有無

おケガの
有無

事故発生の
事実

事故緊急自動
通報サービス

❶

❷

などを実施

レッカー
手配

救急車の
出動依頼    　（注8）

（注9）
   事故
受付

レンタカー
 手配　　（注9）

安全運転で
得する

安全運転を
楽しむ

安全運転を
見守る

タフ・見守るクルマの保険プラス（注1）

タフビズ事業用自動車総合保険
（ドラレコプラン・プラスSプラン）をおすすめします！

手軽なテレマティクス
自動車保険を
ご希望のお客さま

ドライブレコーダーを
活用したサービスを
ご希望のお客さま

ドラレコプラン プラスSプラン 心配かけて
ごめん。
大丈夫だよ

事故の知らせ
が来たけど
大丈夫？

保険会社から事故
の知らせが
来たけど
大丈夫か？

ご心配を
おかけします。
私は大丈夫です。

お知らせ
●●さまの
事故報告


