
（2）第４条（サービスの提供要件）の規定にかかわらず、次の①から
⑪までに定める費用は、利用対象者が自ら負担するものとします。

　　①�サービス提供時において、契約自動車に対し、高速道路、有料駐車場な
どの利用が必要な場合

　　②「レッカーただいま参上サービス」の利用において、100㎞を超えた�
　距離分に対応する搬送料金（ただし、搬送先が最寄りの修理工場と�
　なる場合には、この限りではありません。）

　　③�利用対象者の都合により契約自動車の車両保管を行った場合の車
両保管費用
④�契約自動車が積雪や凍結などによってスリップする状態、または砂
浜もしくは泥道などのために走行が困難な状態からの脱出作業を行
う場合の当該脱出に必要な作業費用など
⑤「トラブルたちまち解消サービス」の利用において、バッテリーの
　充電を行う場合の当該充電代
⑥「トラブルたちまち解消サービス」の利用において、修理・作業を
　行う場合の部品代、消耗品の料金
⑦タイヤチェーンの脱着作業料金
⑧�前①から⑦までのほか、第5条（サービス提供条件と内容）に定める
範囲を超えて作業・修理などを行う場合

⑨「諸費用ただちに応援サービス」の利用において、トラブル発生前に
　利用・宿泊を予定していた宿泊施設などを利用する場合にかかる宿泊費など
⑩高速道路上以外での燃料切れによる燃料補給を行う場合の当該燃料代
⑪�サービスの利用において、ＧＰＳによる通知を行う場合の当該機能を
搭載した携帯電話を購入する代金、通話料金、位置情報の発信に
かかるパケット通信費用など

くるまの安心サービスご利用規約

第９条　本サービス提供時の責任
（１）サービスは、サービス実施者の責任において行われるものとし、�

提供したサービスに起因する車両損傷、人身事故、その他損害など�
については、日本興亜損保およびサービス運営者は一切その�
責めを負わないものとします。

（２）サービス提供後の車両の修理、整備および保管などについては、
利用対象者と受入れ工場などとの間の契約であり、当該契約に
起因する車両損傷、人身事故、その他損害などについては、日本
興亜損保、サービス運営者およびサービス実施者は一切その責
めを負わないものとします。

（３）サービス提供時において、契約自動車に高価な品物、代替不可
能な品物または危険物などが積載されている場合、サービス運営
者およびサービス実施者は、その判断によりサービスの提供を行
わないことができるものとします。また、これを原因として、日本
興亜損保、サービス運営者またはサービス実施者に損害が生じ
た場合は、利用対象者はこれを賠償するものとします。

（４）サービスの提供を行わない場合、またはサービスの提供が遅延し�
た場合であっても、日本興亜損保、サービス運営者またはサービス�
実施者は、これを金銭的補償で代替することは行いません。

※「くるまの安心サービス」は、日本興亜損保のカーBOX、SIP（人身傷害補償特約付）にセットされるサービスです。なお、本規約は、日本興亜損保のホームページでもご覧
いただけます。

※「くるまの安心サービス」では、聞き違いによりお客様にご迷惑をおかけしないよう通話記録を保存しておりますのでご安心ください。
※「くるまの安心サービス」は、日本興亜損保が株式会社プライムアシスタンスおよび株式会社リラックス・コミュニケーションズにサービスの運営を委託しています。

利用対象者は、次の①および②に定める条件をすべて満たしている�
場合には、携帯電話機に搭載されたGPS機能を使って、事故、故障�
またはトラブル現場などの利用対象者の位置情報をサービス運営者に�
通知することができます。ただし、携帯電話業者の回線障害、GPS
衛星の障害、電波状況などにより、位置情報が取得できない、または
位置情報の取得に時間を要する場合には、サービス運営者からの要�
請に応じ、音声通話によって位置情報を提供するものとします。
①利用する携帯電話機がGPS機能を搭載していること
②利用対象者がサービス運営者へ位置情報の提供に同意していること

第１１条　ＧＰＳによる通知の特則

（１）サービスの提供期間は、サービスの提供が必要となった事象が発生
した日において、有効に締結された自動車保険契約の保険期間の
初日から末日までとし、当該保険契約が保険期間の中途で失効ま
たは解除となった日以降はサービスの提供を行いません。

（２）保険期間の中途で補償内容の変更を行ったことにより第3条に�
合致する場合は、その変更日よりサービスを提供します。

（３）サービスの内容は、予告なく中止、変更となる場合があります。

第１２条　サービスの提供期間、中止または変更

（１）利用対象者は、保険証券または保険契約継続証の記載事項お
よびサービスの提供に必要とされる情報が、サービス運営者に
登録されることに同意するものとします。

（２）サービス運営者は、保険証券または保険契約継続証の記載事項およびサー
ビスに必要とされる情報を、サービス実施者に開示できるものとします。

（３）サービス運営者が取得した個人情報は、日本興亜損保の業務
遂行上必要な範囲内で利用することがあります。

第１３条　個人情報の取扱い

（１）日本興亜損保は、サービスの費用を第三者に損害賠償請求と
して請求することができる場合、提供したサービスに対する費
用を上限とし、かつ、利用対象者の権利を害さない範囲内で、
利用対象者が有する権利を取得します。

（2）日本興亜損保は、契約自動車の故障によりサービスを提供した
場合であって、その原因が、自動車メーカーの無償修理などの
対象であったときは、サービス提供にかかった費用を自動車メー
カーなどに請求する場合があります。

第１４条　代位

（１）本規約に関して紛議が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とするものとします。

（２）本規約に規定のない事項については、日本国の法令によります。

第１５条　訴訟の提起および準拠法

（3）サービス運営者は、次の①または②のいずれかに該当する場合
に生じた契約自動車の事故、故障またはトラブルに対しては、
サービスの提供を行いません。

　　①�利用対象者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を
運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの
影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を
運転している場合、または法令に定める酒気帯び運転もしくはこ
れに相当する状態で契約自動車を運転している場合

　　②航空機、船舶による輸送期間中の場合

（4）サービス提供時において、サービス運営者またはサービス実施者
は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、サービス
の提供を行いません。

　　①サービス提供時に第三者の所有物に損害を与えることが想定される
　場合で、第三者の承諾が得られないとき
②サービスの提供を希望する対象車両の状況により、作業時および
　搬送時に、車体へ損傷を与える恐れがある場合において、作業に
　関する同意を利用対象者から得ることができない場合

第７条　利用対象者の義務

（1）利用対象者は、サービスを利用する場合には、事前に受付
ダイヤルに利用申込みの連絡を行わなければなりません。
事前に受付ダイヤルへの連絡なしに、レッカー業者・修理業者
などの各種業者を手配された場合に発生した費用について
は、原則としてお支払いしません。

（2）利用対象者は、サービスの提供を受ける場合、サービス運営
者およびサービス実施者の指示に従い、必要な協力を行わ
なければなりません。

（3）利用対象者は、道路交通法その他の法令、交通規則を守り、
他人に迷惑を及ぼすような行為を行ってはなりません。

（4）利用対象者は、警察に届け出が必要な事故に関しては、警察へ
届け出を行い、サービスの実施について警察の許可を得なければ
なりません。

（5）利用対象者は次条（利用対象者の費用立替・費用負担）の規定
により立替えるべき費用および負担すべき費用については、
その料金などを支払わなければなりません。

（6）利用対象者は、サービス運営者またはサービス実施者の判断
により、保険証券または保険契約継続証、運転免許証、自動車
検査証、その他本人確認資料などの提示を求められた時は、
それらを提示しなければなりません。

（7）利用対象者は、サービス運営時において契約自動車に高価な
品物、代替不可能な品物または危険物などが積載されている�
場合には、その旨を事前にサービス実施者に通知しなければ�
なりません。なお、事前通知を行わなかった場合で、サービス�
提供後に当該積載物に損害が生じた場合、または当該積載物�
に起因する事故が生じた場合であっても、日本興亜損保、�
サービス運営者およびサービス実施者は、一切その責めを�
負わないものとします。

（2）サービス運営者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する
事由によって生じた契約自動車の事故、故障またはトラブル
に対しては、サービスの提供を行いません。
①利用対象者の故意または重大な過失
②�契約自動車にメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えてい
た場合（違法なローダウン車・違法なエアロパーツ装着車などを含
みます。）
③�メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付の注意・警告ラベル
などに示す使用限度を超えて使用された場合
④戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変または暴動に起因する場合
⑤地震、噴火、津波または核燃料物質などに起因する場合
⑥国または公共団体の公権力の行使に起因する場合

（１）サービス運営者は、次の①から⑦までのいずれかに該当する
場合には、サービスの提供を行いません。
①�日本興亜損保が定めるやむを得ない事情がある場合を除き、受付ダイヤルへ
事前の連絡なしに、レッカー業者・修理業者などの各種業者を手配された場合
②�利用対象者が、正当な理由がなく、次条（利用対象者の義務）に違反
した場合
③�利用対象者がサービスの提供を希望する対象車両が、契約自動車で
ない場合、または保険期間外にサービス提供の対象となる事象が
発生した場合

④�サービスの提供を希望する対象車両が、日本国外にある場合。ただし、
国内であっても一部の離島、地域においてはサービスの提供が
できない場合があります。
⑤�サービス運営者またはサービス実施者が、地域、時季、気象、道路
状況＊などにより、サービスの提供・実施が困難と判断した場合、技術的
にサービス実施が困難と判断した場合、またはサービスの内容、趣旨
などに対し、サービス提供が不適切であると判断した場合
　＊�凍結道路・未除雪道路・未整地地域・海浜・河川敷などの自動車の運行
が極めて困難な状況をいいます。

⑥�造成地、私有地、レース会場などでサービス実施者が立ち入ること
ができない場所である場合
⑦�車検の有効期間が切れた車両の搬送または廃車を目的とした車両搬送�
など、事故、故障に起因しない車両搬送の場合

第６条　サービスの提供を行わない場合

（1）次の①および②のいずれかに該当する場合は、利用対象者は
当該サービスにかかる費用を現場で立替え、後日サービス�
運営者に対して、費用立替えの事実を立証できるものの提示を
もって、費用精算の請求を行うものとします。

　　①「諸費用ただちに応援サービス」のうち、「事故・故障時帰宅費用
　�サービス」の利用において、代替交通機関（タクシー、レンタカー、
　�電車、飛行機、船舶など）を利用する場合

　　②「諸費用ただちに応援サービス」のうち、「事故・故障時宿泊費用
　サービス」の利用において、宿泊施設を利用する場合

第８条　利用対象者の費用立替・費用負担

（5）高速道路燃料たよれるサービス
契約自動車が、高速道路を走行中に燃料切れにより自力走行
が不能となること。
保険期間中１回に限り、ガソリンまたは軽油を最大１０リットル�
まで無料で提供します。
※1�保険期間が1年を超える契約の場合、保険期間の初日から

1年ごとの期間について1回に限ります。
※2�サービスエリア内など、利用者自身で調達可能な場合は

サービスの対象外となります。
※3�サービス実施者によっては運搬容器などの都合上、10リットル

提供できない場合があります。

提供条件

内　　容

（6）旅もおまかせ得するサービス
カーBOXプレモ＊の契約であること。
＊カーBOXの基本補償に「相手車全損超過修理費特約」�
「人身傷害諸費用補償特約」「買替時諸費用補償特約」を�
セットした充実補償プランです。

国内外の旅館・ホテルや、レジャー施設などを割引価格で利用�
可能なだけでなく、グルメ・エンターテインメントなどの多彩な�
メニューを提供します。本サービスはサービス専用のホームページ�
で２４時間受付可能なインターネット限定のサービスです。

提供条件

内　　容
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利用対象者がＪＡＦ会員である場合には、次の（1）および（2）のとおり
です。ただし、利用対象者が、直接JAFを手配した場合は本特則の
対象となりません。
（１）「レッカーただいま参上サービス」「トラブルたちまち解消

サービス」の提供を受ける場合、サービス運営者は原則として
ＪＡＦに取次ぎを行います。

第１０条　利用対象者がＪＡＦ会員である場合の特則

（２）利用対象者が「トラブルたちまち解消サービス」の提供を受け
る場合において、修理・作業を受ける場合に消耗品や部品代に
かかった費用については、保険期間中１回（保険期間が１年を
超える長期契約の場合、保険期間の初日から1年ごとの期間に
ついて1回）に限り、４，０００円を限度に費用負担を行います。

（4）情報たっぷり提供サービス

なし

次の情報を提供します。
・日本全国の主要な高速道路・一般道路の渋滞情報や事故
　情報、通行止め情報などを案内します。
　※時間帯や地域によっては情報を案内できない場合があります。
・日本全国の希望地域の道路地図をＦＡＸにて提供します。

提供条件

内　　容

事前に内容を必ずご確認ください。

事故はもちろん、故障のときにもお役に立ちます。

お車のトラブルでお困りの際は
「くるまの安心サービス」受付ダイヤルへお電話ください。

もしもの事故や故障でお困りにならないよう、本規約にて事前にサービス内容のご確認をお願いします。

ご契約内容の確認のため、お客様のお名前やお車のナンバー
（登録番号）などの情報をお伺いしますのでご協力ください。

「くるまの安心サービス」の内容や連絡先が、
日本興亜損保携帯サイトからもご確認いただけます。

ゼロヨンゼロ コショウモムリョウ
 ・・　　 ・

0120-040-546

2013年4月改定 1-5

お電話は
「くるまの安心サービス」
受付ダイヤルへ 24時間　　365日

おかけまちがいにご注意

携帯・PHS

日本興亜損保モバイル▶http://nipponkoa.mobi/carlife.html

くるまの安心サービスご利用規約
（大切に保管してください。）

自動車保険付帯サービスのご案内

の

事故も
故障も
安心！

もしもの事故や故障のとき、困ったことに…もしも本規約をご確認いただかないままですと…

本サービスのご利用にあたっては、事前に（レッカー業者などを手配される前に）
「くるまの安心サービス」受付ダイヤルへご連絡いただくことが条件となります。

ご注意！

あらかじめ携帯電話などにご登録ください。

〈QRコード〉



「くるまの安心サービス」ではこんなサービスをご提供    いたします！

記名被保険者のご自宅＊から50km（直線距離）以上遠方での事故
や故障により自力走行が不能となった場合に、次のサービスをご提
供します。
＊記名被保険者が法人の場合は、主としてご契約の
お車を使用されている店舗・営業所などの所在地
をいいます。

ホテル・タクシー代も対象！

自宅駐車場も対象！

ご提供するサービス 費用の限度額
〈事故・故障時帰宅費用サービス〉

代替交通機関の紹介・手配および帰宅費用
1名につき2万円限度

（当日または翌日に限ります。）
〈事故・故障時宿泊費用サービス〉
宿泊施設の紹介・手配および宿泊費用

1名につき1万円限度
（当日に限ります。）

●交通（渋滞）情報サービス
　全国の主要な高速道路・一般道路の渋滞情報
　をはじめとし、事故情報・通行止めの情報など
　をご案内します。
　※時間帯や地域によっては情報をご案内できない
　　�場合があります。

高速道路上で燃料切れとなった場合、ご契
約期間中１回に限り、ガソリンまたは軽油
を最大１０リットルまで無料でお届けします。

●地図ＦＡＸサービス
ドライブ・ご旅行・ご出張などの際に、ご希望の地域の道路地図
をＦＡＸします。

くるまの安心サービスご利用規約

第２条　利用対象者の定義
（１）本規約において、利用対象者とは、次条（サービスの提供対象

契約）に定める契約の契約自動車に搭乗中の者をいいます。た
だし、第5条（サービス提供条件と内容）（4）および（6）について
は、次条（サービスの提供対象契約）に定める契約の保険契約者
と記名被保険者に限ります。

（２）サービス提供後、利用者が本サービスの利用対象者ではない
ことが判明した場合、サービス提供に要した費用は、すべて当該
利用者の負担とします。

第３条　サービスの提供対象契約
本サービスの提供対象となる契約は次のとおりです。
①「カーＢＯＸ（くるまの総合保険）」のすべての契約
②「ＳＩＰ（一般自動車総合保険）」のうち、人身傷害補償特約をセットした契約

第４条　サービスの提供要件
サービス運営者は、利用対象者が第７条（利用対象者の義務）（1）の
規定に従い、提供対象となるサービスから希望のサービスの利用
申込みを行った場合であって、次条（サービス提供条件と内容）（1）
から（6）までに定めるサービス提供条件に該当するときは、サービス
実施者により、このサービスを無料で提供するものとします。

本サービスご利用規約において、使用する�
用語の説明は次のとおりです。

用　　　語 説　　　明
サービス くるまの安心サービスをいいます。

カー BOX くるまの総合保険をいいます。
SIP 一般自動車総合保険をいいます。

くるまの安心
サービス

第５条（サービス提供条件と内容）に定めるサービスの
うち、次の（1）から（6）までのサービスをいいます。
⑴�レッカーただいま参上サービス
⑵�トラブルたちまち解消サービス
⑶�諸費用ただちに応援サービス
⑷�情報たっぷり提供サービス
⑸�高速道路燃料たよれるサービス
⑹�旅もおまかせ得するサービス

保険契約者
【ご契約者】

保険契約のお申込みをされる方で、保険契約上の
さまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。

記名被保険者 保険証券または保険契約継続証に記載の記名被保
険者をいい、ご契約のお車を主に使用される方です。

契約自動車
【ご契約のお車】

保険証券または保険契約継続証に記載の自動車を
いいます。

保険期間
【ご契約期間】

ご契約いただく保険で補償の対象となる期間をいい
ます。

人身傷害補償 自動車保険の補償内容のひとつです。詳しくは、
パンフレットや安心ガイドをご覧ください。

サービス運営者
日本興亜損保が本サービスの運営を委託している�
株式会社プライムアシスタンスおよび株式会社�
リラックス・コミュニケーションズをいいます。

サービス実施者 サービス運営者からの取次、または手配により、実際
にサービスを実施する者をいいます。

受付ダイヤル くるまの安心サービスの利用申込みを受け付ける
連絡先をいいます。

事故有係数
適用期間

事故有割増引率を適用する期間をいい、ご契約のお
車1台ごとに適用します。なお、上限を6年、下限を
0年とします。

自力走行不能

事故や故障により、物理的に動かせない状態、または
法令などにより走行が禁じられている状態をいいま
す。（ぬかるみや積雪などにより、スリップするなどし
て単に動けない状態はこれに含まれません。）

自宅

保険証券または保険契約継続証に記載の記名被保険者の
住所、またはご契約のお車の主たる保管場所をいいます。
記名被保険者が法人の場合は、主としてご契約のお車を
使用されている店舗・営業所などの所在地をいいます。

ＧＰＳ
地球の周回軌道を回る衛星から放射される位置測位
用の電波を利用して現在の位置を知ることができる
システム（全地球測位システム）をいいます。

ＪＡＦ 一般社団法人日本自動車連盟をいいます。

「用語の説明」

（１）本規約は、日本興亜損保の自動車保険契約に対して提供する
付帯サービスの事項を定めたものです。

（２）次条（利用対象者の定義）に定める利用対象者は、本規約を承認
のうえ、本サービスの提供を受けることができます。

第１条　規約の目的など

第5条　サービス提供条件と内容
本規約により提供するサービスの提供条件および内容は次号（1）から
（6）までのとおりです。

（１）レッカーただいま参上サービス
契約自動車が、事故または故障により自力走行不能となる
こと。
契約自動車を、事故または故障現場から修理工場まで最長
100㎞（実走行距離）レッカーによる搬送を行います。
ただし、100㎞以内に修理可能な工場がない場合には、事故
または故障現場から最寄りの修理工場までレッカーによる
搬送を行います。
※1�利用対象者の指定により現場から修理工場まで100ｋｍを

超える部分の費用は利用対象者の負担となります。（ご契約
の自動車保険により補償される場合は、後日その費用を
保険金としてお支払いします。）

※2�レッカーによる搬送を行うために必要なクレーン作業などを含みます。
※3�JAF会員の方については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
※4�利用対象者の都合による車両保管費用については利用

対象者の負担となります。

提供条件

内　　容

（２）トラブルたちまち解消サービス
契約自動車が、鍵の閉じ込み・バッテリーあがり・燃料切れ
などにより自力走行が不能となること。提供条件

内　　容

契約自動車について、現場で３０分程度で対応可能な応急�
処置を行います。

〈主な応急処置〉
燃料切れ時の燃料補充／バッテリーの点検／バッテリーのジャンピング
（バッテリーあがりの際にケーブルをつないでエンジンをスタートさせ
ること）／鍵の閉じ込み時の鍵開け（国産・外車一般シリンダー）／脱輪
時の路面への引上げ／パンク時のスペアタイヤ交換、タイヤ廻り点検
（チェーン脱着を除きます。）／冷却水補充／ボルトの締付け� など
※1��JAF会員については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
※2�ガソリン代、バッテリー充電代、鍵の再作成費用、部品代
などは利用対象者の負担となります。

※3�セキュリティ装置付車両の鍵開けについては対応できない
場合があります。

※1
※2

※3
※4

※5

※6

帰宅費用、宿泊費用は車検証上の定員分が限度となります。
代替交通機関とは、タクシー、レンタカー、電車（グリーン車を除きます。）、
飛行機（普通運賃）、船舶（普通運賃）などをいいます。
タクシー、レンタカー費用については、１台につき２万円が限度となります。�
レンタカーご利用時の燃料代・高速道路などの通行料については、お客
様のご負担となります。
帰宅費用、宿泊費用は、当日お客様にお立て替えいただき、後日領収
証のご提出をもって精算させていただきます。
ご契約のお車がバスの場合、本サービスはご利用いただけません。ＪＡＦ会員の方で、「くるまの安心サービス」にてＪＡＦに取次ぎを行った場合に限り、現場作業で使用した部品代を、自動車保険のご契約期間中１回、�

４，０００円を限度にサービスします。（お客様が直接ＪＡＦを手配された場合は、対象外となります。）
※1ご契約期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約期間の初日から1年ごとの期間について1回に限ります。
※2 4,000円を超える部品代については「くるまの安心サービス」よりお客様に別途請求させていただきます。（JAFに直接お支払いする必要はありません。）

ＪＡＦ会員向け優遇サービス

※1
※2

※3

JAF会員の方については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
ガソリン代、バッテリー充電代、鍵の再作成費用、部品代などはお客様の
ご負担となります。
セキュリティ装置付車両の鍵開けについては対応できない場合があり
ます。�

※1

※2
※3

ご契約期間が１年を超えるご契約の場合、
ご契約期間の初日から１年ごとの期間について
１回に限ります。
サービスエリア内など、ご自身で調達可能な場合はサービスの対象外となります。
出動業者によっては運搬容器などの都合上、10リットルお届けできな
い場合があります。

（３）諸費用ただちに応援サービス
自宅より50km（直線距離）以上遠方で、契約自動車が事故や
故障により自力走行不能となり、自宅または当面の目的地へ
の移動が困難となること。
また、地理的・物理的な条件により、宿泊を伴うこと。

提供条件

次のサービスにかかわる代替交通機関および宿泊施設の
紹介や手配を行うとともに、利用対象者が負担した費用を、
後日所定の額を限度に支払います。

〈事故・故障時帰宅費用サービス〉
利用対象者1名につき2万円限度（当日または翌日に限ります。）

〈事故・故障時宿泊費用サービス〉
利用対象者1名につき1万円限度（当日に限ります。）
※１�帰宅費用、宿泊費用は車検証上の定員分が限度となります。
※２�代替交通機関とは、タクシー、レンタカー、電車（グリーン車を

除きます。）、飛行機（普通運賃）、船舶（普通運賃）などをいいます。
※3�タクシー、レンタカー費用については、１台につき２万円を

上限とします。
※4�レンタカー利用時の燃料代・高速道路などの通行料について

は、利用対象者の負担となります。
※5�帰宅費用、宿泊費用は、利用対象者にて立替えのうえ、後日

サービス運営者に請求を行うものとします。
※6�契約自動車の用途車種が自家用バスまたは営業用バスの

場合、本サービスの対象外となります。

内　　容

〈くるまの総合保険〉
すべての
ご契約

人身傷害補償特約を
セットされたご契約〈一般自動車総合保険〉

対 象 契 約

●「くるまの安心サービス」への事前のご連絡なしに、レッカー業者・修理業者
などの各種業者を手配された場合

●借りたお車など、ご契約のお車以外でのトラブルの場合
●ご契約のお車にメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えていた場合
（違法なローダウン車・違法なエアロパーツ装着車などを含みます。）
●雪道や砂浜、ぬかるみなどで単にタイヤがスリップして動けない場合
●レース、ラリーに参加した場合、またはレース、ラリーを目的とする場所など
通常の自動車走行に不適な場所で車を使用した場合

●メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付の注意・警告ラベルなどに
示す使用限度を超えて使用された場合

●故意によりメーカーが発行するマニュアルに示す取扱いと異なった方法で
使用し自力走行が不能となった場合

●法令に違反している状態で運転した場合(無資格・酒気帯び運転など）
●戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変または暴動に起因する場合
●国または公共団体の公権力の行使に起因する場合
●地震、噴火、津波または核燃料物質などに起因する場合
●航空機、船舶による輸送期間中の場合
●私有地などでレッカー業者・修理業者の入場が許可されない場合
●造成地などでレッカー業者・修理業者では立ち入ることができない場合
●有効期限切れによる車検取得、または単なる廃車を目的とする搬送の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�など

「くるまの安心サービス」の対象とならない場合ご注意

　　　　　　　 ＊のご契約の場合、上記に加えて次のサービスもご提供します。
＊カーBOXの基本補償に「相手車全損超過修理費特約」「人身傷害諸費用補償特約」

「買替時諸費用補償特約」をセットした充実補償プランです。

推奨ブラウザ/
Internet�Explorer�6.7.8
Fire�Fox�3.0・3.5http://www.club-off.com/nk

携帯電話からはご利用いただけません。

国内外の旅館・ホテルや、レジャー施設などを割引価格でご利用いただけるだけでなく、グルメ・
エンターテインメントなどの多彩なメニューをご提供します。
※�本サービスは専用のホームページで２４時間受付可能なインターネット限定のサービスです。�
サービス内容の詳細につきましては、上記の専用ホームページをご覧ください。

旅もおまかせ得するサービス

インターネット限定サービス

●「くるまの安心サービス」をご利用いただいても、自動車保険契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間に影響はありません。
●気象状況や交通事情などによってはレッカー業者・修理業者の現場到着に時間がかかる場合があります。
●レッカー業者・修理業者の出動が困難な場所でのトラブルには対応できない場合があります。
●次に該当する場合などは「くるまの安心サービス」の対象となりませんので、ご注意ください。
　・借りたお車やファミリーバイク特約で補償する原動機付自転車など、ご契約のお車以外でのトラブルの場合
　・雪道や砂浜、ぬかるみなどで単にタイヤがスリップして動けない場合� など
●作業時および搬送時に車体へ損傷を与える恐れがある場合は、お客様の事前の同意が必要となります。
●お車に高価な品物や危険物などが積載されている場合は、事前にご連絡ください。
●「パンクたすかる修理サービス（タイヤ補修費用サービス）」は2008年12月改定にてサービスの提供を終了しました（SIP契約については従前より
　対象外です。）。パンク時のタイヤ交換作業については、従来同様「トラブルたちまち解消サービス」にてご提供します。

事故や故障により自力走行が不能となった場合に、現場から100
ｋｍ（実走行距離）以内の修理工場まで、レッカーによる搬送を
無料で行います。ただし、現場から100ｋｍ以内に修理工場が�
ない場合は、現場から最寄りの�
修理工場までのレッカーによる�
搬送を無料で行います。

自宅駐車場も対象！

レッカーただいま参上サービス

※1

※2
※3
※4

お客様のご指定により現場から修理工場まで100ｋｍを超える部分の�
費用はお客様のご負担となります。（ご契約の自動車保険により補償�
される場合は、後日その費用を保険金としてお支払いします。）
レッカーによる搬送を行うために必要なクレーン作業などを含みます。
JAF会員の方については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
お客様のご都合による車両保管費用についてはお客様のご負担となります。

トラブルたちまち解消サービス 諸費用ただちに応援サービス
鍵の閉じ込み・バッテリーあがり・燃料切れなどにより自力走行
が不能となった場合に、現場において３０分程度で対応可能な�
応急処置を無料で行います。
≪対象となる主な応急処置≫
●燃料切れ時の燃料補充　●バッテリーの点検、ジャンピング（バッテリー
あがりの際にケーブルをつないでエンジンをスタートさせること）　●鍵の
閉じ込み時の鍵開け（国産・外車 
一般シリンダー）　●脱輪引上げ　 
●スペアタイヤ交換、タイヤ廻り
点検（チェーン脱着は対象外）　 
●冷却水補充　●ボルトの締付け 
　 　　　　　　　　　　  など 高速道路燃料たよれるサービス

情報たっぷり提供サービス

3キャリア＊1の携帯電話に対応した
「モバイルGPSサポート＊2」を
ご利用ください。「モバイルGPS
サポート」では、お客様のトラブル
場所（現在位置）を携帯電話の
GPS機能（位置情報機能）にて
特定し、スピーディーな対応を
実現します。
＊1�携帯電話会社（NTTドコモ、KDDI
（au）、ソフトバンク）

＊2�GPS機能を搭載した機種に限り
ます。トラブル場所によっては、
本サポートをご利用いただけない
場合もありますのでご了承ください。

「モバイルGPSサポート」（携帯電話3キャリア対応サービス）

＊SMS（Short�Message�Service）とは、携帯電話などの間でごく短い文字メッセージ（メール）をやりとりするためのサービスです。
��（ただし、「KDDI（au）」は本サポートメニューでSMS機能が利用できないため、eメールアドレスをお伺いしたうえで送信します。）

「くるまの安心サービス」
（オペレーター）

②着信・応答

⑤トラブル場所
　（現在位置）の特定

⑥レッカー業者などの手配

お車のトラブル発生
（お客様）

①「くるまの安心サービス」への
　ご連絡

③お客様携帯電話に
　SMS＊メッセージを送信

④トラブル場所から携帯電話で受信した
　SMSメッセージ画面をクリック

GPS



「くるまの安心サービス」ではこんなサービスをご提供    いたします！

記名被保険者のご自宅＊から50km（直線距離）以上遠方での事故
や故障により自力走行が不能となった場合に、次のサービスをご提
供します。
＊記名被保険者が法人の場合は、主としてご契約の
お車を使用されている店舗・営業所などの所在地
をいいます。

ホテル・タクシー代も対象！

自宅駐車場も対象！

ご提供するサービス 費用の限度額
〈事故・故障時帰宅費用サービス〉

代替交通機関の紹介・手配および帰宅費用
1名につき2万円限度

（当日または翌日に限ります。）
〈事故・故障時宿泊費用サービス〉
宿泊施設の紹介・手配および宿泊費用

1名につき1万円限度
（当日に限ります。）

●交通（渋滞）情報サービス
　全国の主要な高速道路・一般道路の渋滞情報
　をはじめとし、事故情報・通行止めの情報など
　をご案内します。
　※時間帯や地域によっては情報をご案内できない
　　�場合があります。

高速道路上で燃料切れとなった場合、ご契
約期間中１回に限り、ガソリンまたは軽油
を最大１０リットルまで無料でお届けします。

●地図ＦＡＸサービス
ドライブ・ご旅行・ご出張などの際に、ご希望の地域の道路地図
をＦＡＸします。

くるまの安心サービスご利用規約

第２条　利用対象者の定義
（１）本規約において、利用対象者とは、次条（サービスの提供対象

契約）に定める契約の契約自動車に搭乗中の者をいいます。た
だし、第5条（サービス提供条件と内容）（4）および（6）について
は、次条（サービスの提供対象契約）に定める契約の保険契約者
と記名被保険者に限ります。

（２）サービス提供後、利用者が本サービスの利用対象者ではない
ことが判明した場合、サービス提供に要した費用は、すべて当該
利用者の負担とします。

第３条　サービスの提供対象契約
本サービスの提供対象となる契約は次のとおりです。
①「カーＢＯＸ（くるまの総合保険）」のすべての契約
②「ＳＩＰ（一般自動車総合保険）」のうち、人身傷害補償特約をセットした契約

第４条　サービスの提供要件
サービス運営者は、利用対象者が第７条（利用対象者の義務）（1）の
規定に従い、提供対象となるサービスから希望のサービスの利用
申込みを行った場合であって、次条（サービス提供条件と内容）（1）
から（6）までに定めるサービス提供条件に該当するときは、サービス
実施者により、このサービスを無料で提供するものとします。

本サービスご利用規約において、使用する�
用語の説明は次のとおりです。

用　　　語 説　　　明
サービス くるまの安心サービスをいいます。

カー BOX くるまの総合保険をいいます。
SIP 一般自動車総合保険をいいます。

くるまの安心
サービス

第５条（サービス提供条件と内容）に定めるサービスの
うち、次の（1）から（6）までのサービスをいいます。
⑴�レッカーただいま参上サービス
⑵�トラブルたちまち解消サービス
⑶�諸費用ただちに応援サービス
⑷�情報たっぷり提供サービス
⑸�高速道路燃料たよれるサービス
⑹�旅もおまかせ得するサービス

保険契約者
【ご契約者】

保険契約のお申込みをされる方で、保険契約上の
さまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。

記名被保険者 保険証券または保険契約継続証に記載の記名被保
険者をいい、ご契約のお車を主に使用される方です。

契約自動車
【ご契約のお車】

保険証券または保険契約継続証に記載の自動車を
いいます。

保険期間
【ご契約期間】

ご契約いただく保険で補償の対象となる期間をいい
ます。

人身傷害補償 自動車保険の補償内容のひとつです。詳しくは、
パンフレットや安心ガイドをご覧ください。

サービス運営者
日本興亜損保が本サービスの運営を委託している�
株式会社プライムアシスタンスおよび株式会社�
リラックス・コミュニケーションズをいいます。

サービス実施者 サービス運営者からの取次、または手配により、実際
にサービスを実施する者をいいます。

受付ダイヤル くるまの安心サービスの利用申込みを受け付ける
連絡先をいいます。

事故有係数
適用期間

事故有割増引率を適用する期間をいい、ご契約のお
車1台ごとに適用します。なお、上限を6年、下限を
0年とします。

自力走行不能

事故や故障により、物理的に動かせない状態、または
法令などにより走行が禁じられている状態をいいま
す。（ぬかるみや積雪などにより、スリップするなどし
て単に動けない状態はこれに含まれません。）

自宅

保険証券または保険契約継続証に記載の記名被保険者の
住所、またはご契約のお車の主たる保管場所をいいます。
記名被保険者が法人の場合は、主としてご契約のお車を
使用されている店舗・営業所などの所在地をいいます。

ＧＰＳ
地球の周回軌道を回る衛星から放射される位置測位
用の電波を利用して現在の位置を知ることができる
システム（全地球測位システム）をいいます。

ＪＡＦ 一般社団法人日本自動車連盟をいいます。

「用語の説明」

（１）本規約は、日本興亜損保の自動車保険契約に対して提供する
付帯サービスの事項を定めたものです。

（２）次条（利用対象者の定義）に定める利用対象者は、本規約を承認
のうえ、本サービスの提供を受けることができます。

第１条　規約の目的など

第5条　サービス提供条件と内容
本規約により提供するサービスの提供条件および内容は次号（1）から
（6）までのとおりです。

（１）レッカーただいま参上サービス
契約自動車が、事故または故障により自力走行不能となる
こと。
契約自動車を、事故または故障現場から修理工場まで最長
100㎞（実走行距離）レッカーによる搬送を行います。
ただし、100㎞以内に修理可能な工場がない場合には、事故
または故障現場から最寄りの修理工場までレッカーによる
搬送を行います。
※1�利用対象者の指定により現場から修理工場まで100ｋｍを

超える部分の費用は利用対象者の負担となります。（ご契約
の自動車保険により補償される場合は、後日その費用を
保険金としてお支払いします。）

※2�レッカーによる搬送を行うために必要なクレーン作業などを含みます。
※3�JAF会員の方については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
※4�利用対象者の都合による車両保管費用については利用

対象者の負担となります。

提供条件

内　　容

（２）トラブルたちまち解消サービス
契約自動車が、鍵の閉じ込み・バッテリーあがり・燃料切れ
などにより自力走行が不能となること。提供条件

内　　容

契約自動車について、現場で３０分程度で対応可能な応急�
処置を行います。

〈主な応急処置〉
燃料切れ時の燃料補充／バッテリーの点検／バッテリーのジャンピング
（バッテリーあがりの際にケーブルをつないでエンジンをスタートさせ
ること）／鍵の閉じ込み時の鍵開け（国産・外車一般シリンダー）／脱輪
時の路面への引上げ／パンク時のスペアタイヤ交換、タイヤ廻り点検
（チェーン脱着を除きます。）／冷却水補充／ボルトの締付け� など
※1��JAF会員については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
※2�ガソリン代、バッテリー充電代、鍵の再作成費用、部品代
などは利用対象者の負担となります。

※3�セキュリティ装置付車両の鍵開けについては対応できない
場合があります。

※1
※2

※3
※4

※5

※6

帰宅費用、宿泊費用は車検証上の定員分が限度となります。
代替交通機関とは、タクシー、レンタカー、電車（グリーン車を除きます。）、
飛行機（普通運賃）、船舶（普通運賃）などをいいます。
タクシー、レンタカー費用については、１台につき２万円が限度となります。�
レンタカーご利用時の燃料代・高速道路などの通行料については、お客
様のご負担となります。
帰宅費用、宿泊費用は、当日お客様にお立て替えいただき、後日領収
証のご提出をもって精算させていただきます。
ご契約のお車がバスの場合、本サービスはご利用いただけません。ＪＡＦ会員の方で、「くるまの安心サービス」にてＪＡＦに取次ぎを行った場合に限り、現場作業で使用した部品代を、自動車保険のご契約期間中１回、�

４，０００円を限度にサービスします。（お客様が直接ＪＡＦを手配された場合は、対象外となります。）
※1ご契約期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約期間の初日から1年ごとの期間について1回に限ります。
※2 4,000円を超える部品代については「くるまの安心サービス」よりお客様に別途請求させていただきます。（JAFに直接お支払いする必要はありません。）

ＪＡＦ会員向け優遇サービス

※1
※2

※3

JAF会員の方については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
ガソリン代、バッテリー充電代、鍵の再作成費用、部品代などはお客様の
ご負担となります。
セキュリティ装置付車両の鍵開けについては対応できない場合があり
ます。�

※1

※2
※3

ご契約期間が１年を超えるご契約の場合、
ご契約期間の初日から１年ごとの期間について
１回に限ります。
サービスエリア内など、ご自身で調達可能な場合はサービスの対象外となります。
出動業者によっては運搬容器などの都合上、10リットルお届けできな
い場合があります。

（３）諸費用ただちに応援サービス
自宅より50km（直線距離）以上遠方で、契約自動車が事故や
故障により自力走行不能となり、自宅または当面の目的地へ
の移動が困難となること。
また、地理的・物理的な条件により、宿泊を伴うこと。

提供条件

次のサービスにかかわる代替交通機関および宿泊施設の
紹介や手配を行うとともに、利用対象者が負担した費用を、
後日所定の額を限度に支払います。

〈事故・故障時帰宅費用サービス〉
利用対象者1名につき2万円限度（当日または翌日に限ります。）

〈事故・故障時宿泊費用サービス〉
利用対象者1名につき1万円限度（当日に限ります。）
※１�帰宅費用、宿泊費用は車検証上の定員分が限度となります。
※２�代替交通機関とは、タクシー、レンタカー、電車（グリーン車を

除きます。）、飛行機（普通運賃）、船舶（普通運賃）などをいいます。
※3�タクシー、レンタカー費用については、１台につき２万円を

上限とします。
※4�レンタカー利用時の燃料代・高速道路などの通行料について

は、利用対象者の負担となります。
※5�帰宅費用、宿泊費用は、利用対象者にて立替えのうえ、後日

サービス運営者に請求を行うものとします。
※6�契約自動車の用途車種が自家用バスまたは営業用バスの

場合、本サービスの対象外となります。

内　　容

〈くるまの総合保険〉
すべての
ご契約

人身傷害補償特約を
セットされたご契約〈一般自動車総合保険〉

対 象 契 約

●「くるまの安心サービス」への事前のご連絡なしに、レッカー業者・修理業者
などの各種業者を手配された場合

●借りたお車など、ご契約のお車以外でのトラブルの場合
●ご契約のお車にメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えていた場合
（違法なローダウン車・違法なエアロパーツ装着車などを含みます。）
●雪道や砂浜、ぬかるみなどで単にタイヤがスリップして動けない場合
●レース、ラリーに参加した場合、またはレース、ラリーを目的とする場所など
通常の自動車走行に不適な場所で車を使用した場合

●メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付の注意・警告ラベルなどに
示す使用限度を超えて使用された場合

●故意によりメーカーが発行するマニュアルに示す取扱いと異なった方法で
使用し自力走行が不能となった場合

●法令に違反している状態で運転した場合(無資格・酒気帯び運転など）
●戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変または暴動に起因する場合
●国または公共団体の公権力の行使に起因する場合
●地震、噴火、津波または核燃料物質などに起因する場合
●航空機、船舶による輸送期間中の場合
●私有地などでレッカー業者・修理業者の入場が許可されない場合
●造成地などでレッカー業者・修理業者では立ち入ることができない場合
●有効期限切れによる車検取得、または単なる廃車を目的とする搬送の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�など

「くるまの安心サービス」の対象とならない場合ご注意

　　　　　　　 ＊のご契約の場合、上記に加えて次のサービスもご提供します。
＊カーBOXの基本補償に「相手車全損超過修理費特約」「人身傷害諸費用補償特約」

「買替時諸費用補償特約」をセットした充実補償プランです。

推奨ブラウザ/
Internet�Explorer�6.7.8
Fire�Fox�3.0・3.5http://www.club-off.com/nk

携帯電話からはご利用いただけません。

国内外の旅館・ホテルや、レジャー施設などを割引価格でご利用いただけるだけでなく、グルメ・
エンターテインメントなどの多彩なメニューをご提供します。
※�本サービスは専用のホームページで２４時間受付可能なインターネット限定のサービスです。�
サービス内容の詳細につきましては、上記の専用ホームページをご覧ください。

旅もおまかせ得するサービス

インターネット限定サービス

●「くるまの安心サービス」をご利用いただいても、自動車保険契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間に影響はありません。
●気象状況や交通事情などによってはレッカー業者・修理業者の現場到着に時間がかかる場合があります。
●レッカー業者・修理業者の出動が困難な場所でのトラブルには対応できない場合があります。
●次に該当する場合などは「くるまの安心サービス」の対象となりませんので、ご注意ください。
　・借りたお車やファミリーバイク特約で補償する原動機付自転車など、ご契約のお車以外でのトラブルの場合
　・雪道や砂浜、ぬかるみなどで単にタイヤがスリップして動けない場合� など
●作業時および搬送時に車体へ損傷を与える恐れがある場合は、お客様の事前の同意が必要となります。
●お車に高価な品物や危険物などが積載されている場合は、事前にご連絡ください。
●「パンクたすかる修理サービス（タイヤ補修費用サービス）」は2008年12月改定にてサービスの提供を終了しました（SIP契約については従前より
　対象外です。）。パンク時のタイヤ交換作業については、従来同様「トラブルたちまち解消サービス」にてご提供します。

事故や故障により自力走行が不能となった場合に、現場から100
ｋｍ（実走行距離）以内の修理工場まで、レッカーによる搬送を
無料で行います。ただし、現場から100ｋｍ以内に修理工場が�
ない場合は、現場から最寄りの�
修理工場までのレッカーによる�
搬送を無料で行います。

自宅駐車場も対象！

レッカーただいま参上サービス

※1

※2
※3
※4

お客様のご指定により現場から修理工場まで100ｋｍを超える部分の�
費用はお客様のご負担となります。（ご契約の自動車保険により補償�
される場合は、後日その費用を保険金としてお支払いします。）
レッカーによる搬送を行うために必要なクレーン作業などを含みます。
JAF会員の方については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
お客様のご都合による車両保管費用についてはお客様のご負担となります。

トラブルたちまち解消サービス 諸費用ただちに応援サービス
鍵の閉じ込み・バッテリーあがり・燃料切れなどにより自力走行
が不能となった場合に、現場において３０分程度で対応可能な�
応急処置を無料で行います。
≪対象となる主な応急処置≫
●燃料切れ時の燃料補充　●バッテリーの点検、ジャンピング（バッテリー
あがりの際にケーブルをつないでエンジンをスタートさせること）　●鍵の
閉じ込み時の鍵開け（国産・外車 
一般シリンダー）　●脱輪引上げ　 
●スペアタイヤ交換、タイヤ廻り
点検（チェーン脱着は対象外）　 
●冷却水補充　●ボルトの締付け 
　 　　　　　　　　　　  など 高速道路燃料たよれるサービス

情報たっぷり提供サービス

3キャリア＊1の携帯電話に対応した
「モバイルGPSサポート＊2」を
ご利用ください。「モバイルGPS
サポート」では、お客様のトラブル
場所（現在位置）を携帯電話の
GPS機能（位置情報機能）にて
特定し、スピーディーな対応を
実現します。
＊1�携帯電話会社（NTTドコモ、KDDI
（au）、ソフトバンク）

＊2�GPS機能を搭載した機種に限り
ます。トラブル場所によっては、
本サポートをご利用いただけない
場合もありますのでご了承ください。

「モバイルGPSサポート」（携帯電話3キャリア対応サービス）

＊SMS（Short�Message�Service）とは、携帯電話などの間でごく短い文字メッセージ（メール）をやりとりするためのサービスです。
��（ただし、「KDDI（au）」は本サポートメニューでSMS機能が利用できないため、eメールアドレスをお伺いしたうえで送信します。）

「くるまの安心サービス」
（オペレーター）

②着信・応答

⑤トラブル場所
　（現在位置）の特定

⑥レッカー業者などの手配

お車のトラブル発生
（お客様）

①「くるまの安心サービス」への
　ご連絡

③お客様携帯電話に
　SMS＊メッセージを送信

④トラブル場所から携帯電話で受信した
　SMSメッセージ画面をクリック

GPS



「くるまの安心サービス」ではこんなサービスをご提供    いたします！

記名被保険者のご自宅＊から50km（直線距離）以上遠方での事故
や故障により自力走行が不能となった場合に、次のサービスをご提
供します。
＊記名被保険者が法人の場合は、主としてご契約の
お車を使用されている店舗・営業所などの所在地
をいいます。

ホテル・タクシー代も対象！

自宅駐車場も対象！

ご提供するサービス 費用の限度額
〈事故・故障時帰宅費用サービス〉

代替交通機関の紹介・手配および帰宅費用
1名につき2万円限度

（当日または翌日に限ります。）
〈事故・故障時宿泊費用サービス〉
宿泊施設の紹介・手配および宿泊費用

1名につき1万円限度
（当日に限ります。）

●交通（渋滞）情報サービス
　全国の主要な高速道路・一般道路の渋滞情報
　をはじめとし、事故情報・通行止めの情報など
　をご案内します。
　※時間帯や地域によっては情報をご案内できない
　　�場合があります。

高速道路上で燃料切れとなった場合、ご契
約期間中１回に限り、ガソリンまたは軽油
を最大１０リットルまで無料でお届けします。

●地図ＦＡＸサービス
ドライブ・ご旅行・ご出張などの際に、ご希望の地域の道路地図
をＦＡＸします。

くるまの安心サービスご利用規約

第２条　利用対象者の定義
（１）本規約において、利用対象者とは、次条（サービスの提供対象

契約）に定める契約の契約自動車に搭乗中の者をいいます。た
だし、第5条（サービス提供条件と内容）（4）および（6）について
は、次条（サービスの提供対象契約）に定める契約の保険契約者
と記名被保険者に限ります。

（２）サービス提供後、利用者が本サービスの利用対象者ではない
ことが判明した場合、サービス提供に要した費用は、すべて当該
利用者の負担とします。

第３条　サービスの提供対象契約
本サービスの提供対象となる契約は次のとおりです。
①「カーＢＯＸ（くるまの総合保険）」のすべての契約
②「ＳＩＰ（一般自動車総合保険）」のうち、人身傷害補償特約をセットした契約

第４条　サービスの提供要件
サービス運営者は、利用対象者が第７条（利用対象者の義務）（1）の
規定に従い、提供対象となるサービスから希望のサービスの利用
申込みを行った場合であって、次条（サービス提供条件と内容）（1）
から（6）までに定めるサービス提供条件に該当するときは、サービス
実施者により、このサービスを無料で提供するものとします。

本サービスご利用規約において、使用する�
用語の説明は次のとおりです。

用　　　語 説　　　明
サービス くるまの安心サービスをいいます。

カー BOX くるまの総合保険をいいます。
SIP 一般自動車総合保険をいいます。

くるまの安心
サービス

第５条（サービス提供条件と内容）に定めるサービスの
うち、次の（1）から（6）までのサービスをいいます。
⑴�レッカーただいま参上サービス
⑵�トラブルたちまち解消サービス
⑶�諸費用ただちに応援サービス
⑷�情報たっぷり提供サービス
⑸�高速道路燃料たよれるサービス
⑹�旅もおまかせ得するサービス

保険契約者
【ご契約者】

保険契約のお申込みをされる方で、保険契約上の
さまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。

記名被保険者 保険証券または保険契約継続証に記載の記名被保
険者をいい、ご契約のお車を主に使用される方です。

契約自動車
【ご契約のお車】

保険証券または保険契約継続証に記載の自動車を
いいます。

保険期間
【ご契約期間】

ご契約いただく保険で補償の対象となる期間をいい
ます。

人身傷害補償 自動車保険の補償内容のひとつです。詳しくは、
パンフレットや安心ガイドをご覧ください。

サービス運営者
日本興亜損保が本サービスの運営を委託している�
株式会社プライムアシスタンスおよび株式会社�
リラックス・コミュニケーションズをいいます。

サービス実施者 サービス運営者からの取次、または手配により、実際
にサービスを実施する者をいいます。

受付ダイヤル くるまの安心サービスの利用申込みを受け付ける
連絡先をいいます。

事故有係数
適用期間

事故有割増引率を適用する期間をいい、ご契約のお
車1台ごとに適用します。なお、上限を6年、下限を
0年とします。

自力走行不能

事故や故障により、物理的に動かせない状態、または
法令などにより走行が禁じられている状態をいいま
す。（ぬかるみや積雪などにより、スリップするなどし
て単に動けない状態はこれに含まれません。）

自宅

保険証券または保険契約継続証に記載の記名被保険者の
住所、またはご契約のお車の主たる保管場所をいいます。
記名被保険者が法人の場合は、主としてご契約のお車を
使用されている店舗・営業所などの所在地をいいます。

ＧＰＳ
地球の周回軌道を回る衛星から放射される位置測位
用の電波を利用して現在の位置を知ることができる
システム（全地球測位システム）をいいます。

ＪＡＦ 一般社団法人日本自動車連盟をいいます。

「用語の説明」

（１）本規約は、日本興亜損保の自動車保険契約に対して提供する
付帯サービスの事項を定めたものです。

（２）次条（利用対象者の定義）に定める利用対象者は、本規約を承認
のうえ、本サービスの提供を受けることができます。

第１条　規約の目的など

第5条　サービス提供条件と内容
本規約により提供するサービスの提供条件および内容は次号（1）から
（6）までのとおりです。

（１）レッカーただいま参上サービス
契約自動車が、事故または故障により自力走行不能となる
こと。
契約自動車を、事故または故障現場から修理工場まで最長
100㎞（実走行距離）レッカーによる搬送を行います。
ただし、100㎞以内に修理可能な工場がない場合には、事故
または故障現場から最寄りの修理工場までレッカーによる
搬送を行います。
※1�利用対象者の指定により現場から修理工場まで100ｋｍを

超える部分の費用は利用対象者の負担となります。（ご契約
の自動車保険により補償される場合は、後日その費用を
保険金としてお支払いします。）

※2�レッカーによる搬送を行うために必要なクレーン作業などを含みます。
※3�JAF会員の方については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
※4�利用対象者の都合による車両保管費用については利用

対象者の負担となります。

提供条件

内　　容

（２）トラブルたちまち解消サービス
契約自動車が、鍵の閉じ込み・バッテリーあがり・燃料切れ
などにより自力走行が不能となること。提供条件

内　　容

契約自動車について、現場で３０分程度で対応可能な応急�
処置を行います。

〈主な応急処置〉
燃料切れ時の燃料補充／バッテリーの点検／バッテリーのジャンピング
（バッテリーあがりの際にケーブルをつないでエンジンをスタートさせ
ること）／鍵の閉じ込み時の鍵開け（国産・外車一般シリンダー）／脱輪
時の路面への引上げ／パンク時のスペアタイヤ交換、タイヤ廻り点検
（チェーン脱着を除きます。）／冷却水補充／ボルトの締付け� など
※1��JAF会員については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
※2�ガソリン代、バッテリー充電代、鍵の再作成費用、部品代
などは利用対象者の負担となります。

※3�セキュリティ装置付車両の鍵開けについては対応できない
場合があります。

※1
※2

※3
※4

※5

※6

帰宅費用、宿泊費用は車検証上の定員分が限度となります。
代替交通機関とは、タクシー、レンタカー、電車（グリーン車を除きます。）、
飛行機（普通運賃）、船舶（普通運賃）などをいいます。
タクシー、レンタカー費用については、１台につき２万円が限度となります。�
レンタカーご利用時の燃料代・高速道路などの通行料については、お客
様のご負担となります。
帰宅費用、宿泊費用は、当日お客様にお立て替えいただき、後日領収
証のご提出をもって精算させていただきます。
ご契約のお車がバスの場合、本サービスはご利用いただけません。ＪＡＦ会員の方で、「くるまの安心サービス」にてＪＡＦに取次ぎを行った場合に限り、現場作業で使用した部品代を、自動車保険のご契約期間中１回、�

４，０００円を限度にサービスします。（お客様が直接ＪＡＦを手配された場合は、対象外となります。）
※1ご契約期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約期間の初日から1年ごとの期間について1回に限ります。
※2 4,000円を超える部品代については「くるまの安心サービス」よりお客様に別途請求させていただきます。（JAFに直接お支払いする必要はありません。）

ＪＡＦ会員向け優遇サービス

※1
※2

※3

JAF会員の方については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
ガソリン代、バッテリー充電代、鍵の再作成費用、部品代などはお客様の
ご負担となります。
セキュリティ装置付車両の鍵開けについては対応できない場合があり
ます。�

※1

※2
※3

ご契約期間が１年を超えるご契約の場合、
ご契約期間の初日から１年ごとの期間について
１回に限ります。
サービスエリア内など、ご自身で調達可能な場合はサービスの対象外となります。
出動業者によっては運搬容器などの都合上、10リットルお届けできな
い場合があります。

（３）諸費用ただちに応援サービス
自宅より50km（直線距離）以上遠方で、契約自動車が事故や
故障により自力走行不能となり、自宅または当面の目的地へ
の移動が困難となること。
また、地理的・物理的な条件により、宿泊を伴うこと。

提供条件

次のサービスにかかわる代替交通機関および宿泊施設の
紹介や手配を行うとともに、利用対象者が負担した費用を、
後日所定の額を限度に支払います。

〈事故・故障時帰宅費用サービス〉
利用対象者1名につき2万円限度（当日または翌日に限ります。）

〈事故・故障時宿泊費用サービス〉
利用対象者1名につき1万円限度（当日に限ります。）
※１�帰宅費用、宿泊費用は車検証上の定員分が限度となります。
※２�代替交通機関とは、タクシー、レンタカー、電車（グリーン車を

除きます。）、飛行機（普通運賃）、船舶（普通運賃）などをいいます。
※3�タクシー、レンタカー費用については、１台につき２万円を

上限とします。
※4�レンタカー利用時の燃料代・高速道路などの通行料について

は、利用対象者の負担となります。
※5�帰宅費用、宿泊費用は、利用対象者にて立替えのうえ、後日

サービス運営者に請求を行うものとします。
※6�契約自動車の用途車種が自家用バスまたは営業用バスの

場合、本サービスの対象外となります。

内　　容

〈くるまの総合保険〉
すべての
ご契約

人身傷害補償特約を
セットされたご契約〈一般自動車総合保険〉

対 象 契 約

●「くるまの安心サービス」への事前のご連絡なしに、レッカー業者・修理業者
などの各種業者を手配された場合

●借りたお車など、ご契約のお車以外でのトラブルの場合
●ご契約のお車にメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えていた場合
（違法なローダウン車・違法なエアロパーツ装着車などを含みます。）
●雪道や砂浜、ぬかるみなどで単にタイヤがスリップして動けない場合
●レース、ラリーに参加した場合、またはレース、ラリーを目的とする場所など
通常の自動車走行に不適な場所で車を使用した場合

●メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付の注意・警告ラベルなどに
示す使用限度を超えて使用された場合

●故意によりメーカーが発行するマニュアルに示す取扱いと異なった方法で
使用し自力走行が不能となった場合

●法令に違反している状態で運転した場合(無資格・酒気帯び運転など）
●戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変または暴動に起因する場合
●国または公共団体の公権力の行使に起因する場合
●地震、噴火、津波または核燃料物質などに起因する場合
●航空機、船舶による輸送期間中の場合
●私有地などでレッカー業者・修理業者の入場が許可されない場合
●造成地などでレッカー業者・修理業者では立ち入ることができない場合
●有効期限切れによる車検取得、または単なる廃車を目的とする搬送の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�など

「くるまの安心サービス」の対象とならない場合ご注意

　　　　　　　 ＊のご契約の場合、上記に加えて次のサービスもご提供します。
＊カーBOXの基本補償に「相手車全損超過修理費特約」「人身傷害諸費用補償特約」

「買替時諸費用補償特約」をセットした充実補償プランです。

推奨ブラウザ/
Internet�Explorer�6.7.8
Fire�Fox�3.0・3.5http://www.club-off.com/nk

携帯電話からはご利用いただけません。

国内外の旅館・ホテルや、レジャー施設などを割引価格でご利用いただけるだけでなく、グルメ・
エンターテインメントなどの多彩なメニューをご提供します。
※�本サービスは専用のホームページで２４時間受付可能なインターネット限定のサービスです。�
サービス内容の詳細につきましては、上記の専用ホームページをご覧ください。

旅もおまかせ得するサービス

インターネット限定サービス

●「くるまの安心サービス」をご利用いただいても、自動車保険契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間に影響はありません。
●気象状況や交通事情などによってはレッカー業者・修理業者の現場到着に時間がかかる場合があります。
●レッカー業者・修理業者の出動が困難な場所でのトラブルには対応できない場合があります。
●次に該当する場合などは「くるまの安心サービス」の対象となりませんので、ご注意ください。
　・借りたお車やファミリーバイク特約で補償する原動機付自転車など、ご契約のお車以外でのトラブルの場合
　・雪道や砂浜、ぬかるみなどで単にタイヤがスリップして動けない場合� など
●作業時および搬送時に車体へ損傷を与える恐れがある場合は、お客様の事前の同意が必要となります。
●お車に高価な品物や危険物などが積載されている場合は、事前にご連絡ください。
●「パンクたすかる修理サービス（タイヤ補修費用サービス）」は2008年12月改定にてサービスの提供を終了しました（SIP契約については従前より
　対象外です。）。パンク時のタイヤ交換作業については、従来同様「トラブルたちまち解消サービス」にてご提供します。

事故や故障により自力走行が不能となった場合に、現場から100
ｋｍ（実走行距離）以内の修理工場まで、レッカーによる搬送を
無料で行います。ただし、現場から100ｋｍ以内に修理工場が�
ない場合は、現場から最寄りの�
修理工場までのレッカーによる�
搬送を無料で行います。

自宅駐車場も対象！

レッカーただいま参上サービス

※1

※2
※3
※4

お客様のご指定により現場から修理工場まで100ｋｍを超える部分の�
費用はお客様のご負担となります。（ご契約の自動車保険により補償�
される場合は、後日その費用を保険金としてお支払いします。）
レッカーによる搬送を行うために必要なクレーン作業などを含みます。
JAF会員の方については、原則としてJAFに取次ぎを行います。
お客様のご都合による車両保管費用についてはお客様のご負担となります。

トラブルたちまち解消サービス 諸費用ただちに応援サービス
鍵の閉じ込み・バッテリーあがり・燃料切れなどにより自力走行
が不能となった場合に、現場において３０分程度で対応可能な�
応急処置を無料で行います。
≪対象となる主な応急処置≫
●燃料切れ時の燃料補充　●バッテリーの点検、ジャンピング（バッテリー
あがりの際にケーブルをつないでエンジンをスタートさせること）　●鍵の
閉じ込み時の鍵開け（国産・外車 
一般シリンダー）　●脱輪引上げ　 
●スペアタイヤ交換、タイヤ廻り
点検（チェーン脱着は対象外）　 
●冷却水補充　●ボルトの締付け 
　 　　　　　　　　　　  など 高速道路燃料たよれるサービス

情報たっぷり提供サービス

3キャリア＊1の携帯電話に対応した
「モバイルGPSサポート＊2」を
ご利用ください。「モバイルGPS
サポート」では、お客様のトラブル
場所（現在位置）を携帯電話の
GPS機能（位置情報機能）にて
特定し、スピーディーな対応を
実現します。
＊1�携帯電話会社（NTTドコモ、KDDI
（au）、ソフトバンク）

＊2�GPS機能を搭載した機種に限り
ます。トラブル場所によっては、
本サポートをご利用いただけない
場合もありますのでご了承ください。

「モバイルGPSサポート」（携帯電話3キャリア対応サービス）

＊SMS（Short�Message�Service）とは、携帯電話などの間でごく短い文字メッセージ（メール）をやりとりするためのサービスです。
��（ただし、「KDDI（au）」は本サポートメニューでSMS機能が利用できないため、eメールアドレスをお伺いしたうえで送信します。）

「くるまの安心サービス」
（オペレーター）

②着信・応答

⑤トラブル場所
　（現在位置）の特定

⑥レッカー業者などの手配

お車のトラブル発生
（お客様）

①「くるまの安心サービス」への
　ご連絡

③お客様携帯電話に
　SMS＊メッセージを送信

④トラブル場所から携帯電話で受信した
　SMSメッセージ画面をクリック

GPS



（2）第４条（サービスの提供要件）の規定にかかわらず、次の①から
⑪までに定める費用は、利用対象者が自ら負担するものとします。

　　①�サービス提供時において、契約自動車に対し、高速道路、有料駐車場な
どの利用が必要な場合

　　②「レッカーただいま参上サービス」の利用において、100㎞を超えた�
　距離分に対応する搬送料金（ただし、搬送先が最寄りの修理工場と�
　なる場合には、この限りではありません。）

　　③�利用対象者の都合により契約自動車の車両保管を行った場合の車
両保管費用
④�契約自動車が積雪や凍結などによってスリップする状態、または砂
浜もしくは泥道などのために走行が困難な状態からの脱出作業を行
う場合の当該脱出に必要な作業費用など
⑤「トラブルたちまち解消サービス」の利用において、バッテリーの
　充電を行う場合の当該充電代
⑥「トラブルたちまち解消サービス」の利用において、修理・作業を
　行う場合の部品代、消耗品の料金
⑦タイヤチェーンの脱着作業料金
⑧�前①から⑦までのほか、第5条（サービス提供条件と内容）に定める
範囲を超えて作業・修理などを行う場合

⑨「諸費用ただちに応援サービス」の利用において、トラブル発生前に
　利用・宿泊を予定していた宿泊施設などを利用する場合にかかる宿泊費など
⑩高速道路上以外での燃料切れによる燃料補給を行う場合の当該燃料代
⑪�サービスの利用において、ＧＰＳによる通知を行う場合の当該機能を
搭載した携帯電話を購入する代金、通話料金、位置情報の発信に
かかるパケット通信費用など

くるまの安心サービスご利用規約

第９条　本サービス提供時の責任
（１）サービスは、サービス実施者の責任において行われるものとし、�

提供したサービスに起因する車両損傷、人身事故、その他損害など�
については、日本興亜損保およびサービス運営者は一切その�
責めを負わないものとします。

（２）サービス提供後の車両の修理、整備および保管などについては、
利用対象者と受入れ工場などとの間の契約であり、当該契約に
起因する車両損傷、人身事故、その他損害などについては、日本
興亜損保、サービス運営者およびサービス実施者は一切その責
めを負わないものとします。

（３）サービス提供時において、契約自動車に高価な品物、代替不可
能な品物または危険物などが積載されている場合、サービス運営
者およびサービス実施者は、その判断によりサービスの提供を行
わないことができるものとします。また、これを原因として、日本
興亜損保、サービス運営者またはサービス実施者に損害が生じ
た場合は、利用対象者はこれを賠償するものとします。

（４）サービスの提供を行わない場合、またはサービスの提供が遅延し�
た場合であっても、日本興亜損保、サービス運営者またはサービス�
実施者は、これを金銭的補償で代替することは行いません。

※「くるまの安心サービス」は、日本興亜損保のカーBOX、SIP（人身傷害補償特約付）にセットされるサービスです。なお、本規約は、日本興亜損保のホームページでもご覧
いただけます。

※「くるまの安心サービス」では、聞き違いによりお客様にご迷惑をおかけしないよう通話記録を保存しておりますのでご安心ください。
※「くるまの安心サービス」は、日本興亜損保が株式会社プライムアシスタンスおよび株式会社リラックス・コミュニケーションズにサービスの運営を委託しています。

利用対象者は、次の①および②に定める条件をすべて満たしている�
場合には、携帯電話機に搭載されたGPS機能を使って、事故、故障�
またはトラブル現場などの利用対象者の位置情報をサービス運営者に�
通知することができます。ただし、携帯電話業者の回線障害、GPS
衛星の障害、電波状況などにより、位置情報が取得できない、または
位置情報の取得に時間を要する場合には、サービス運営者からの要�
請に応じ、音声通話によって位置情報を提供するものとします。
①利用する携帯電話機がGPS機能を搭載していること
②利用対象者がサービス運営者へ位置情報の提供に同意していること

第１１条　ＧＰＳによる通知の特則

（１）サービスの提供期間は、サービスの提供が必要となった事象が発生
した日において、有効に締結された自動車保険契約の保険期間の
初日から末日までとし、当該保険契約が保険期間の中途で失効ま
たは解除となった日以降はサービスの提供を行いません。

（２）保険期間の中途で補償内容の変更を行ったことにより第3条に�
合致する場合は、その変更日よりサービスを提供します。

（３）サービスの内容は、予告なく中止、変更となる場合があります。

第１２条　サービスの提供期間、中止または変更

（１）利用対象者は、保険証券または保険契約継続証の記載事項お
よびサービスの提供に必要とされる情報が、サービス運営者に
登録されることに同意するものとします。

（２）サービス運営者は、保険証券または保険契約継続証の記載事項およびサー
ビスに必要とされる情報を、サービス実施者に開示できるものとします。

（３）サービス運営者が取得した個人情報は、日本興亜損保の業務
遂行上必要な範囲内で利用することがあります。

第１３条　個人情報の取扱い

（１）日本興亜損保は、サービスの費用を第三者に損害賠償請求と
して請求することができる場合、提供したサービスに対する費
用を上限とし、かつ、利用対象者の権利を害さない範囲内で、
利用対象者が有する権利を取得します。

（2）日本興亜損保は、契約自動車の故障によりサービスを提供した
場合であって、その原因が、自動車メーカーの無償修理などの
対象であったときは、サービス提供にかかった費用を自動車メー
カーなどに請求する場合があります。

第１４条　代位

（１）本規約に関して紛議が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とするものとします。

（２）本規約に規定のない事項については、日本国の法令によります。

第１５条　訴訟の提起および準拠法

（3）サービス運営者は、次の①または②のいずれかに該当する場合
に生じた契約自動車の事故、故障またはトラブルに対しては、
サービスの提供を行いません。

　　①�利用対象者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を
運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの
影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を
運転している場合、または法令に定める酒気帯び運転もしくはこ
れに相当する状態で契約自動車を運転している場合

　　②航空機、船舶による輸送期間中の場合

（4）サービス提供時において、サービス運営者またはサービス実施者
は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、サービス
の提供を行いません。

　　①サービス提供時に第三者の所有物に損害を与えることが想定される
　場合で、第三者の承諾が得られないとき
②サービスの提供を希望する対象車両の状況により、作業時および
　搬送時に、車体へ損傷を与える恐れがある場合において、作業に
　関する同意を利用対象者から得ることができない場合

第７条　利用対象者の義務

（1）利用対象者は、サービスを利用する場合には、事前に受付
ダイヤルに利用申込みの連絡を行わなければなりません。
事前に受付ダイヤルへの連絡なしに、レッカー業者・修理業者
などの各種業者を手配された場合に発生した費用について
は、原則としてお支払いしません。

（2）利用対象者は、サービスの提供を受ける場合、サービス運営
者およびサービス実施者の指示に従い、必要な協力を行わ
なければなりません。

（3）利用対象者は、道路交通法その他の法令、交通規則を守り、
他人に迷惑を及ぼすような行為を行ってはなりません。

（4）利用対象者は、警察に届け出が必要な事故に関しては、警察へ
届け出を行い、サービスの実施について警察の許可を得なければ
なりません。

（5）利用対象者は次条（利用対象者の費用立替・費用負担）の規定
により立替えるべき費用および負担すべき費用については、
その料金などを支払わなければなりません。

（6）利用対象者は、サービス運営者またはサービス実施者の判断
により、保険証券または保険契約継続証、運転免許証、自動車
検査証、その他本人確認資料などの提示を求められた時は、
それらを提示しなければなりません。

（7）利用対象者は、サービス運営時において契約自動車に高価な
品物、代替不可能な品物または危険物などが積載されている�
場合には、その旨を事前にサービス実施者に通知しなければ�
なりません。なお、事前通知を行わなかった場合で、サービス�
提供後に当該積載物に損害が生じた場合、または当該積載物�
に起因する事故が生じた場合であっても、日本興亜損保、�
サービス運営者およびサービス実施者は、一切その責めを�
負わないものとします。

（2）サービス運営者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する
事由によって生じた契約自動車の事故、故障またはトラブル
に対しては、サービスの提供を行いません。
①利用対象者の故意または重大な過失
②�契約自動車にメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えてい
た場合（違法なローダウン車・違法なエアロパーツ装着車などを含
みます。）
③�メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付の注意・警告ラベル
などに示す使用限度を超えて使用された場合
④戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変または暴動に起因する場合
⑤地震、噴火、津波または核燃料物質などに起因する場合
⑥国または公共団体の公権力の行使に起因する場合

（１）サービス運営者は、次の①から⑦までのいずれかに該当する
場合には、サービスの提供を行いません。
①�日本興亜損保が定めるやむを得ない事情がある場合を除き、受付ダイヤルへ
事前の連絡なしに、レッカー業者・修理業者などの各種業者を手配された場合
②�利用対象者が、正当な理由がなく、次条（利用対象者の義務）に違反
した場合
③�利用対象者がサービスの提供を希望する対象車両が、契約自動車で
ない場合、または保険期間外にサービス提供の対象となる事象が
発生した場合

④�サービスの提供を希望する対象車両が、日本国外にある場合。ただし、
国内であっても一部の離島、地域においてはサービスの提供が
できない場合があります。
⑤�サービス運営者またはサービス実施者が、地域、時季、気象、道路
状況＊などにより、サービスの提供・実施が困難と判断した場合、技術的
にサービス実施が困難と判断した場合、またはサービスの内容、趣旨
などに対し、サービス提供が不適切であると判断した場合
　＊�凍結道路・未除雪道路・未整地地域・海浜・河川敷などの自動車の運行
が極めて困難な状況をいいます。

⑥�造成地、私有地、レース会場などでサービス実施者が立ち入ること
ができない場所である場合
⑦�車検の有効期間が切れた車両の搬送または廃車を目的とした車両搬送�
など、事故、故障に起因しない車両搬送の場合

第６条　サービスの提供を行わない場合

（1）次の①および②のいずれかに該当する場合は、利用対象者は
当該サービスにかかる費用を現場で立替え、後日サービス�
運営者に対して、費用立替えの事実を立証できるものの提示を
もって、費用精算の請求を行うものとします。

　　①「諸費用ただちに応援サービス」のうち、「事故・故障時帰宅費用
　�サービス」の利用において、代替交通機関（タクシー、レンタカー、
　�電車、飛行機、船舶など）を利用する場合

　　②「諸費用ただちに応援サービス」のうち、「事故・故障時宿泊費用
　サービス」の利用において、宿泊施設を利用する場合

第８条　利用対象者の費用立替・費用負担

（5）高速道路燃料たよれるサービス
契約自動車が、高速道路を走行中に燃料切れにより自力走行
が不能となること。
保険期間中１回に限り、ガソリンまたは軽油を最大１０リットル�
まで無料で提供します。
※1�保険期間が1年を超える契約の場合、保険期間の初日から

1年ごとの期間について1回に限ります。
※2�サービスエリア内など、利用者自身で調達可能な場合は

サービスの対象外となります。
※3�サービス実施者によっては運搬容器などの都合上、10リットル

提供できない場合があります。

提供条件

内　　容

（6）旅もおまかせ得するサービス
カーBOXプレモ＊の契約であること。
＊カーBOXの基本補償に「相手車全損超過修理費特約」�
「人身傷害諸費用補償特約」「買替時諸費用補償特約」を�
セットした充実補償プランです。

国内外の旅館・ホテルや、レジャー施設などを割引価格で利用�
可能なだけでなく、グルメ・エンターテインメントなどの多彩な�
メニューを提供します。本サービスはサービス専用のホームページ�
で２４時間受付可能なインターネット限定のサービスです。

提供条件

内　　容
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利用対象者がＪＡＦ会員である場合には、次の（1）および（2）のとおり
です。ただし、利用対象者が、直接JAFを手配した場合は本特則の
対象となりません。
（１）「レッカーただいま参上サービス」「トラブルたちまち解消

サービス」の提供を受ける場合、サービス運営者は原則として
ＪＡＦに取次ぎを行います。

第１０条　利用対象者がＪＡＦ会員である場合の特則

（２）利用対象者が「トラブルたちまち解消サービス」の提供を受け
る場合において、修理・作業を受ける場合に消耗品や部品代に
かかった費用については、保険期間中１回（保険期間が１年を
超える長期契約の場合、保険期間の初日から1年ごとの期間に
ついて1回）に限り、４，０００円を限度に費用負担を行います。

（4）情報たっぷり提供サービス

なし

次の情報を提供します。
・日本全国の主要な高速道路・一般道路の渋滞情報や事故
　情報、通行止め情報などを案内します。
　※時間帯や地域によっては情報を案内できない場合があります。
・日本全国の希望地域の道路地図をＦＡＸにて提供します。

提供条件

内　　容

事前に内容を必ずご確認ください。

事故はもちろん、故障のときにもお役に立ちます。

お車のトラブルでお困りの際は
「くるまの安心サービス」受付ダイヤルへお電話ください。

もしもの事故や故障でお困りにならないよう、本規約にて事前にサービス内容のご確認をお願いします。

ご契約内容の確認のため、お客様のお名前やお車のナンバー
（登録番号）などの情報をお伺いしますのでご協力ください。

「くるまの安心サービス」の内容や連絡先が、
日本興亜損保携帯サイトからもご確認いただけます。

ゼロヨンゼロ コショウモムリョウ
 ・・　　 ・

0120-040-546

2013年4月改定 1-5

お電話は
「くるまの安心サービス」
受付ダイヤルへ 24時間　　365日

おかけまちがいにご注意

携帯・PHS

日本興亜損保モバイル▶http://nipponkoa.mobi/carlife.html

くるまの安心サービスご利用規約
（大切に保管してください。）

自動車保険付帯サービスのご案内

の

事故も
故障も
安心！

もしもの事故や故障のとき、困ったことに…もしも本規約をご確認いただかないままですと…

本サービスのご利用にあたっては、事前に（レッカー業者などを手配される前に）
「くるまの安心サービス」受付ダイヤルへご連絡いただくことが条件となります。

ご注意！

あらかじめ携帯電話などにご登録ください。

〈QRコード〉



（2）第４条（サービスの提供要件）の規定にかかわらず、次の①から
⑪までに定める費用は、利用対象者が自ら負担するものとします。

　　①�サービス提供時において、契約自動車に対し、高速道路、有料駐車場な
どの利用が必要な場合

　　②「レッカーただいま参上サービス」の利用において、100㎞を超えた�
　距離分に対応する搬送料金（ただし、搬送先が最寄りの修理工場と�
　なる場合には、この限りではありません。）

　　③�利用対象者の都合により契約自動車の車両保管を行った場合の車
両保管費用
④�契約自動車が積雪や凍結などによってスリップする状態、または砂
浜もしくは泥道などのために走行が困難な状態からの脱出作業を行
う場合の当該脱出に必要な作業費用など
⑤「トラブルたちまち解消サービス」の利用において、バッテリーの
　充電を行う場合の当該充電代
⑥「トラブルたちまち解消サービス」の利用において、修理・作業を
　行う場合の部品代、消耗品の料金
⑦タイヤチェーンの脱着作業料金
⑧�前①から⑦までのほか、第5条（サービス提供条件と内容）に定める
範囲を超えて作業・修理などを行う場合

⑨「諸費用ただちに応援サービス」の利用において、トラブル発生前に
　利用・宿泊を予定していた宿泊施設などを利用する場合にかかる宿泊費など
⑩高速道路上以外での燃料切れによる燃料補給を行う場合の当該燃料代
⑪�サービスの利用において、ＧＰＳによる通知を行う場合の当該機能を
搭載した携帯電話を購入する代金、通話料金、位置情報の発信に
かかるパケット通信費用など

くるまの安心サービスご利用規約

第９条　本サービス提供時の責任
（１）サービスは、サービス実施者の責任において行われるものとし、�

提供したサービスに起因する車両損傷、人身事故、その他損害など�
については、日本興亜損保およびサービス運営者は一切その�
責めを負わないものとします。

（２）サービス提供後の車両の修理、整備および保管などについては、
利用対象者と受入れ工場などとの間の契約であり、当該契約に
起因する車両損傷、人身事故、その他損害などについては、日本
興亜損保、サービス運営者およびサービス実施者は一切その責
めを負わないものとします。

（３）サービス提供時において、契約自動車に高価な品物、代替不可
能な品物または危険物などが積載されている場合、サービス運営
者およびサービス実施者は、その判断によりサービスの提供を行
わないことができるものとします。また、これを原因として、日本
興亜損保、サービス運営者またはサービス実施者に損害が生じ
た場合は、利用対象者はこれを賠償するものとします。

（４）サービスの提供を行わない場合、またはサービスの提供が遅延し�
た場合であっても、日本興亜損保、サービス運営者またはサービス�
実施者は、これを金銭的補償で代替することは行いません。

※「くるまの安心サービス」は、日本興亜損保のカーBOX、SIP（人身傷害補償特約付）にセットされるサービスです。なお、本規約は、日本興亜損保のホームページでもご覧
いただけます。

※「くるまの安心サービス」では、聞き違いによりお客様にご迷惑をおかけしないよう通話記録を保存しておりますのでご安心ください。
※「くるまの安心サービス」は、日本興亜損保が株式会社プライムアシスタンスおよび株式会社リラックス・コミュニケーションズにサービスの運営を委託しています。

利用対象者は、次の①および②に定める条件をすべて満たしている�
場合には、携帯電話機に搭載されたGPS機能を使って、事故、故障�
またはトラブル現場などの利用対象者の位置情報をサービス運営者に�
通知することができます。ただし、携帯電話業者の回線障害、GPS
衛星の障害、電波状況などにより、位置情報が取得できない、または
位置情報の取得に時間を要する場合には、サービス運営者からの要�
請に応じ、音声通話によって位置情報を提供するものとします。
①利用する携帯電話機がGPS機能を搭載していること
②利用対象者がサービス運営者へ位置情報の提供に同意していること

第１１条　ＧＰＳによる通知の特則

（１）サービスの提供期間は、サービスの提供が必要となった事象が発生
した日において、有効に締結された自動車保険契約の保険期間の
初日から末日までとし、当該保険契約が保険期間の中途で失効ま
たは解除となった日以降はサービスの提供を行いません。

（２）保険期間の中途で補償内容の変更を行ったことにより第3条に�
合致する場合は、その変更日よりサービスを提供します。

（３）サービスの内容は、予告なく中止、変更となる場合があります。

第１２条　サービスの提供期間、中止または変更

（１）利用対象者は、保険証券または保険契約継続証の記載事項お
よびサービスの提供に必要とされる情報が、サービス運営者に
登録されることに同意するものとします。

（２）サービス運営者は、保険証券または保険契約継続証の記載事項およびサー
ビスに必要とされる情報を、サービス実施者に開示できるものとします。

（３）サービス運営者が取得した個人情報は、日本興亜損保の業務
遂行上必要な範囲内で利用することがあります。

第１３条　個人情報の取扱い

（１）日本興亜損保は、サービスの費用を第三者に損害賠償請求と
して請求することができる場合、提供したサービスに対する費
用を上限とし、かつ、利用対象者の権利を害さない範囲内で、
利用対象者が有する権利を取得します。

（2）日本興亜損保は、契約自動車の故障によりサービスを提供した
場合であって、その原因が、自動車メーカーの無償修理などの
対象であったときは、サービス提供にかかった費用を自動車メー
カーなどに請求する場合があります。

第１４条　代位

（１）本規約に関して紛議が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とするものとします。

（２）本規約に規定のない事項については、日本国の法令によります。

第１５条　訴訟の提起および準拠法

（3）サービス運営者は、次の①または②のいずれかに該当する場合
に生じた契約自動車の事故、故障またはトラブルに対しては、
サービスの提供を行いません。

　　①�利用対象者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を
運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの
影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を
運転している場合、または法令に定める酒気帯び運転もしくはこ
れに相当する状態で契約自動車を運転している場合

　　②航空機、船舶による輸送期間中の場合

（4）サービス提供時において、サービス運営者またはサービス実施者
は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、サービス
の提供を行いません。

　　①サービス提供時に第三者の所有物に損害を与えることが想定される
　場合で、第三者の承諾が得られないとき
②サービスの提供を希望する対象車両の状況により、作業時および
　搬送時に、車体へ損傷を与える恐れがある場合において、作業に
　関する同意を利用対象者から得ることができない場合

第７条　利用対象者の義務

（1）利用対象者は、サービスを利用する場合には、事前に受付
ダイヤルに利用申込みの連絡を行わなければなりません。
事前に受付ダイヤルへの連絡なしに、レッカー業者・修理業者
などの各種業者を手配された場合に発生した費用について
は、原則としてお支払いしません。

（2）利用対象者は、サービスの提供を受ける場合、サービス運営
者およびサービス実施者の指示に従い、必要な協力を行わ
なければなりません。

（3）利用対象者は、道路交通法その他の法令、交通規則を守り、
他人に迷惑を及ぼすような行為を行ってはなりません。

（4）利用対象者は、警察に届け出が必要な事故に関しては、警察へ
届け出を行い、サービスの実施について警察の許可を得なければ
なりません。

（5）利用対象者は次条（利用対象者の費用立替・費用負担）の規定
により立替えるべき費用および負担すべき費用については、
その料金などを支払わなければなりません。

（6）利用対象者は、サービス運営者またはサービス実施者の判断
により、保険証券または保険契約継続証、運転免許証、自動車
検査証、その他本人確認資料などの提示を求められた時は、
それらを提示しなければなりません。

（7）利用対象者は、サービス運営時において契約自動車に高価な
品物、代替不可能な品物または危険物などが積載されている�
場合には、その旨を事前にサービス実施者に通知しなければ�
なりません。なお、事前通知を行わなかった場合で、サービス�
提供後に当該積載物に損害が生じた場合、または当該積載物�
に起因する事故が生じた場合であっても、日本興亜損保、�
サービス運営者およびサービス実施者は、一切その責めを�
負わないものとします。

（2）サービス運営者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する
事由によって生じた契約自動車の事故、故障またはトラブル
に対しては、サービスの提供を行いません。
①利用対象者の故意または重大な過失
②�契約自動車にメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えてい
た場合（違法なローダウン車・違法なエアロパーツ装着車などを含
みます。）
③�メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付の注意・警告ラベル
などに示す使用限度を超えて使用された場合
④戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変または暴動に起因する場合
⑤地震、噴火、津波または核燃料物質などに起因する場合
⑥国または公共団体の公権力の行使に起因する場合

（１）サービス運営者は、次の①から⑦までのいずれかに該当する
場合には、サービスの提供を行いません。
①�日本興亜損保が定めるやむを得ない事情がある場合を除き、受付ダイヤルへ
事前の連絡なしに、レッカー業者・修理業者などの各種業者を手配された場合
②�利用対象者が、正当な理由がなく、次条（利用対象者の義務）に違反
した場合
③�利用対象者がサービスの提供を希望する対象車両が、契約自動車で
ない場合、または保険期間外にサービス提供の対象となる事象が
発生した場合

④�サービスの提供を希望する対象車両が、日本国外にある場合。ただし、
国内であっても一部の離島、地域においてはサービスの提供が
できない場合があります。
⑤�サービス運営者またはサービス実施者が、地域、時季、気象、道路
状況＊などにより、サービスの提供・実施が困難と判断した場合、技術的
にサービス実施が困難と判断した場合、またはサービスの内容、趣旨
などに対し、サービス提供が不適切であると判断した場合
　＊�凍結道路・未除雪道路・未整地地域・海浜・河川敷などの自動車の運行
が極めて困難な状況をいいます。

⑥�造成地、私有地、レース会場などでサービス実施者が立ち入ること
ができない場所である場合
⑦�車検の有効期間が切れた車両の搬送または廃車を目的とした車両搬送�
など、事故、故障に起因しない車両搬送の場合

第６条　サービスの提供を行わない場合

（1）次の①および②のいずれかに該当する場合は、利用対象者は
当該サービスにかかる費用を現場で立替え、後日サービス�
運営者に対して、費用立替えの事実を立証できるものの提示を
もって、費用精算の請求を行うものとします。

　　①「諸費用ただちに応援サービス」のうち、「事故・故障時帰宅費用
　�サービス」の利用において、代替交通機関（タクシー、レンタカー、
　�電車、飛行機、船舶など）を利用する場合

　　②「諸費用ただちに応援サービス」のうち、「事故・故障時宿泊費用
　サービス」の利用において、宿泊施設を利用する場合

第８条　利用対象者の費用立替・費用負担

（5）高速道路燃料たよれるサービス
契約自動車が、高速道路を走行中に燃料切れにより自力走行
が不能となること。
保険期間中１回に限り、ガソリンまたは軽油を最大１０リットル�
まで無料で提供します。
※1�保険期間が1年を超える契約の場合、保険期間の初日から

1年ごとの期間について1回に限ります。
※2�サービスエリア内など、利用者自身で調達可能な場合は

サービスの対象外となります。
※3�サービス実施者によっては運搬容器などの都合上、10リットル

提供できない場合があります。

提供条件

内　　容

（6）旅もおまかせ得するサービス
カーBOXプレモ＊の契約であること。
＊カーBOXの基本補償に「相手車全損超過修理費特約」�
「人身傷害諸費用補償特約」「買替時諸費用補償特約」を�
セットした充実補償プランです。

国内外の旅館・ホテルや、レジャー施設などを割引価格で利用�
可能なだけでなく、グルメ・エンターテインメントなどの多彩な�
メニューを提供します。本サービスはサービス専用のホームページ�
で２４時間受付可能なインターネット限定のサービスです。

提供条件

内　　容
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利用対象者がＪＡＦ会員である場合には、次の（1）および（2）のとおり
です。ただし、利用対象者が、直接JAFを手配した場合は本特則の
対象となりません。
（１）「レッカーただいま参上サービス」「トラブルたちまち解消

サービス」の提供を受ける場合、サービス運営者は原則として
ＪＡＦに取次ぎを行います。

第１０条　利用対象者がＪＡＦ会員である場合の特則

（２）利用対象者が「トラブルたちまち解消サービス」の提供を受け
る場合において、修理・作業を受ける場合に消耗品や部品代に
かかった費用については、保険期間中１回（保険期間が１年を
超える長期契約の場合、保険期間の初日から1年ごとの期間に
ついて1回）に限り、４，０００円を限度に費用負担を行います。

（4）情報たっぷり提供サービス

なし

次の情報を提供します。
・日本全国の主要な高速道路・一般道路の渋滞情報や事故
　情報、通行止め情報などを案内します。
　※時間帯や地域によっては情報を案内できない場合があります。
・日本全国の希望地域の道路地図をＦＡＸにて提供します。

提供条件

内　　容

事前に内容を必ずご確認ください。

事故はもちろん、故障のときにもお役に立ちます。

お車のトラブルでお困りの際は
「くるまの安心サービス」受付ダイヤルへお電話ください。

もしもの事故や故障でお困りにならないよう、本規約にて事前にサービス内容のご確認をお願いします。

ご契約内容の確認のため、お客様のお名前やお車のナンバー
（登録番号）などの情報をお伺いしますのでご協力ください。

「くるまの安心サービス」の内容や連絡先が、
日本興亜損保携帯サイトからもご確認いただけます。

ゼロヨンゼロ コショウモムリョウ
 ・・　　 ・

0120-040-546

2013年4月改定 1-5

お電話は
「くるまの安心サービス」
受付ダイヤルへ 24時間　　365日

おかけまちがいにご注意

携帯・PHS

日本興亜損保モバイル▶http://nipponkoa.mobi/carlife.html

くるまの安心サービスご利用規約
（大切に保管してください。）

自動車保険付帯サービスのご案内

の

事故も
故障も
安心！

もしもの事故や故障のとき、困ったことに…もしも本規約をご確認いただかないままですと…

本サービスのご利用にあたっては、事前に（レッカー業者などを手配される前に）
「くるまの安心サービス」受付ダイヤルへご連絡いただくことが条件となります。

ご注意！

あらかじめ携帯電話などにご登録ください。

〈QRコード〉


