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賠償
相手に損害をあたえて
しまったときの補償

傷害
ご自身やご家族・
同乗者の方がケガなど
をされたときの補償

車両
ご自身のお車に
損害が生じたときの補償

この保険で補償の対象となる事故は、日常生活賠償責任補償特約に
より保険金をお支払いする場合を除き、日本国内＊で発生した事故に
限ります。
＊日本国外における日本船舶内を含みます。
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　  用途車種

用途：自動車の使用形態の区別をいい、自家用・営業用（事業用）があります。
車種：自動車の種類の区別をいい、普通乗用車・小型乗用車・普通貨物車・
　　　小型ダンプカー・バスなどがあります。
なお、用途車種の区分は、ナンバープレートの表示などに基づいて日本興亜
損保が定める区分によります。

 ノンフリート契約
お客様が自ら所有し、かつ、使用されるお車のご契約台数が9台以下（他の
保険会社でのご契約台数を含みます。）の場合のご契約をいいます。

　フリート契約
お客様が自ら所有し、かつ、使用されるお車のご契約台数が10台以上（他の
保険会社でのご契約台数を含みます。）の場合のご契約をいいます。

●その他の補償

くるまの安心サービス

事故はもちろん故障のときも、レッカー
サービスをはじめとした各種サービス
でお客様のトラブルにすばやく対応
します。

□代車費用特約
□積載動産損害補償特約（個人用）
□ファミリーバイク特約
□日常生活賠償責任補償特約

SIP は、すべての用途車種の自動車を対象とした
自動車保険です。（販売用自動車などを除きます。）
また、ノンフリート契約・フリート契約のいずれも

対象となります。

●対
　合
●自

みなさまのカーライフに
安心をお届けします！



基本補償 CONTENTS（目次）
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夜間・休日の事故についても
「初期対応サービス」を実施。
「事故受付サービス」とともに
２４時間体制でお客様を
サポートします。

このパンフレットでは、「安心ガイド」＊などで使用
する用語の一部を平易な表現に置き換えて
記載しています。置換えを行った用語をはじめ、
用語についてご不明な点がございましたら、
Ｐ21に掲載の「用語のご説明」をご覧ください。
＊ ご契約内容やご注意事項を分かりやすくご案内する
とともに、ご契約内容を定めた普通保険約款および
特約などを記載したものです。

■■対人賠償保険
■■相手車全損超過修理費
　特約
■■弁護士費用特約

□ 「医療保険金」の2倍支払特約
□医療保険金（日数払）に関する
　特約
□死亡・後遺障害のみ補償特約

□新車特約
□車両全損超過修理費特約
□地震・噴火・津波危険車両
　全損時一時金特約

事故対応サービス

■■対物賠償保険

■■車両保険

  1  補償とサービスの概要1
●賠償

●傷害

●車両

その他の補償

くるまの安心サービス

事故対応サービス
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  2  ご契約条件の設定2
ご契約の基本条件

保険料の割引

ノンフリート等級別料率制度

型式別料率クラス制度

保険料のお支払方法
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 3   主な補償内容3
主な補償内容と保険金を
お支払いできない主な場合

用語のご説明

17
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■■搭乗者傷害保険
■■自損事故保険
■■無保険車傷害保険

上記特約の詳細につきましては、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。

事業者のお客様向け

□積載動産損害補償特約（事業用）
□搭乗者傷害事業主費用補償特約
□受託貨物賠償責任補償特約

□対人事故事業主費用補償特約
□被けん引自動車に関する車両
　損害包括補償特約

■■人身傷害補償特約
　　■■自動車危険補償特約

人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険および車両保険については、必要な補償を組み
わせてご契約いただきます。（ご契約内容を「搭乗者傷害保険のみ」とすることはできません。）
損事故保険、無保険車傷害保険は対人賠償保険に自動的にセットされます。（ご希望により取り外すことができます。）

 4   契約概要4
契約概要のご説明

その他のご注意事項

22

22
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賠

償

自動車事故により他人を死亡させたり、ケガをさせた場合、法律上の損害賠償
責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき金額を差し引いた額に
ついて、１回の事故につき被害者１名ごとに、ご契約金額を限度に保険金を
お支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用
などもお支払いします。

対人賠償保険

対人臨時費用保険金
被害者が死亡または３日以上入院された場合は、上記のほかに1回の事故につき被害者
1名ごとに次の保険金をお支払いします。
●死亡された場合…１０万円　●３日以上入院された場合…２万円

ご契約金額は「無制限」をおすすめします。

自動車事故により他人の財物（自動車、家屋など）をこわした場合、法律上の
損害賠償責任の額について、１回の事故につきご契約金額を限度に保険金を
お支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用
などもお支払いします。
※自己負担額を設定された場合は、その額を差し引いてお支払いします。
※ 次の事故については、ご契約金額が「無制限」であっても、お支払いする保険金の額は１回の事故
につき10億円を限度とします。
　・「ご契約のお車」または「ご契約のお車が牽

けん

引
いん

中のお車」に業務として積載している危険物の
火災、爆発または漏えいによる事故

　・航空機に対する事故

対物賠償保険 ご契約金額は「無制限」をおすすめします。

認定総損害額 事故状況 被害物件

１億３，５８０万円 正面衝突後、店舗を破損 店舗（パチンコ店）

１億２，０３7万円 踏切事故 電車・線路・家屋

（出典：日本の損害保険　ファクトブック2012）

■高額損害の判決例
こわしてしまった「モノ」の修理費
に加え、休業損害などの間接的な
損害が生じた場合など、損害額が
高額となるケースがあります。

認定総損害額 被害者 被害態様

３億８，２８１万円 ２９歳男性・会社員 後遺障害

３億６，７５０万円 38歳男性・開業医 死亡

（出典：日本の損害保険　ファクトブック2012）

■高額損害の判決例
死亡または介護を要する重度の
後遺障害を中心に、損害額が高額
となるケースがあります。

相手に損害をあたえてしまったときの補償賠 償

相手車全損超過修理費特約
対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手自動車の修理費が時価を超過し、
補償を受けられる方がその差額分を負担される場合、差額分の修理費に過失割合を
乗じた額について、５０万円を限度にお支払いします。
※事故発生日の翌日から起算して６か月以内に相手自動車が修理された場合に限ります。
※相手自動車の車両保険などから支払われる保険金が時価を超える場合、車両保険金と時価の差額
　についてはお支払いの対象となりません。

対物賠償保険でお支払いする保険金は、法律上の損害賠償責任の額（時価が限度）となります。そのため、修理費が時価を
超えるにもかかわらず、相手の方がお車を修理される場合は、対物賠償保険ではお支払いできない費用が発生します。
このような場合に備えておすすめするのが「相手車全損超過修理費特約」です。
※時価を超える修理費は、お客様が必ず支払わなければならないものではなく、円満な事故解決のための手段としてお客様の
　ご判断によりお支払いいただくものです。



 詳しい内容につきましては、P17からP20をご覧ください。

ご自身やご家族が他人から臨時に借りた自家用８車種のお車を運転中（駐車中または停車中
を除きます。）に生じた対人・対物・自損・車両事故について、借りたお車をご契約のお車と
みなして、ご契約のお車のご契約条件に応じて補償します。
※ 車両事故（借りたお車自体に生じた損害）については、車両保険をご契約の場合に限り、借りたお車の時価
を限度に補償します。
※この特約は、記名被保険者が個人で次のいずれかの場合に自動的にセットされます。
　・ご契約のお車が自家用８車種の場合
　・ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車で、対人賠償保険または対物賠償保険をご契約の場合
※ ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合は、他人から借りた二輪自動車または原動機付自転車
を運転中の対人・対物・自損事故について補償します。（車両事故については補償の対象となりません。）

他車運転危険補償特約

示談交渉サービス
相手方との示談交渉は日本興亜損保が行います。
ただし、次のような場合を除きます。
　・お客様に過失がない「被害事故」の場合
　・法律上の損害賠償責任の額が、ご契約金額を明らかに超える場合
　・日本興亜損保と直接、折衝することについて、相手方の同意が得られない場合
　・補償を受けられる方が、正当な理由がなく日本興亜損保への協力を拒まれた場合　　など

賠　

償

ご参考
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●信号待ちで停車中に
　追突された。
●センターラインを
　オーバーしてきた
　対向車に正面衝突された。
● 青信号の交差点に進入時、
信号無視の車に衝突された。

５００万円程度の損害賠償請求（訴訟）
を弁護士に依頼する場合、必要となる
費用

※上記の金額はあくまでも目安であり、個々
の事案によって異なります。

車同士の事故のうち、
これらを含めた
「被害事故」が約３割
を占めています。

車同士の事故における３大「被害事故」

（日本興亜損保のデータによります。）

約50万円以上
（着手金・報酬金などの合計額）

ご契約内容に応じて自動セット

自動セット

約３割

弁護士費用特約は例えばこんなときにお役に立ちます。

※被害事故であっても、車両保険や人身傷害補償特約により保険金をお支払いできる
場合は、その保険金をご請求いただくことができます。

例えばこんなとき…
信号待ちで停車中に追突されたが、相手がケガの治療費や車の修理費を
払ってくれない。相手との交渉を弁護士に頼みたいが、その費用が心配…。

DATA

弁護士費用特約
自動車事故などにより補償を受けられる方がケガなどをされたり、自らの財物＊（お車、家屋など）
をこわされたことによって、相手方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士
費用などについて、1回の事故につき補償を受けられる方1名ごとに、３００万円を限度に
お支払いします。（法律相談料については１０万円を限度にお支払いします。）
 ＊ 記名被保険者が法人の場合、ご契約のお車およびご契約のお車に積載中の財物に限ります。
※お支払いの対象となる費用は、日本興亜損保の同意を得て支出された費用に限ります。

ご自身や同居のご家族が記名被保険者となる「他のご契約」がある場合、それぞれのご契約にこの特約をセットされると、補償
の重複が生じる部分がありますので、ご契約内容をご確認ください。（それぞれのご契約の記名被保険者がご自身や同居の
ご家族の場合は、いずれか１台のご契約にセットされることで、ご自身や同居のご家族全員が補償の対象となります。）
※それぞれのご契約の記名被保険者が個人の場合に限ります。

上記のとおり、お客様に過失がない「被害事故」の場合、日本興亜損保がお客様に代わって、相手方との示談交渉
をすることはできません。このような場合に備えておすすめするのが「弁護士費用特約」です。



傷

害
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ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故＊により亡くなられたり、ケガをされた
場合に、１回の事故につき補償を受けられる方1名ごとに、下記の保険金を
お支払いします。
＊ご契約のお車の運行によって生じた事故や運行中の、飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。

搭乗者傷害保険

お支払いする保険金
死亡保険金・後遺障害保険金 事故発生日からその日を含めて１８０日以内に亡くなられた場合は、ご契約金額の

全額、後遺障害が生じた場合は、その程度に応じてご契約金額の４％から１００％
をお支払いします。

医療保険金（一時金払） 医師の治療を要し、治療日数が５日以上となった場合に、１０万円＊をお支払いします。
（治療日数が１日から４日の場合は、ケガの内容にかかわらず１万円をお支払いします。）
＊ケガの内容が脚の骨折など、所定の内容に該当する場合は、別途定める金額に増額してお支払い
　します。（例：脚を骨折した場合は３０万円）

医療保険金（一時金払）は、ケガの内容が確定後なら治療中でも保険金をお支払いします。
▶当座の費用をスピーディーにお支払い！

 補償内容をグレードアップされたい方に…  補償範囲を限定し保険料をおさえられたい方に…

搭乗者傷害保険の 　　　　　お客様のニーズに合わせてお選びください。

自損事故保険
ご契約のお車に搭乗中の方やご契約のお車の保有者が自動車事故により亡くなられたり、ケガをされた場合
で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、１回の事故につき補償を受けられる方１名ごとに、所定
の保険金をお支払いします。
※人身傷害補償特約をセットされた場合は、この保険による保険金のお支払いはありません。
※この保険は対人賠償保険をご契約の場合に自動的にセットされます。（ご希望により取り外すことができます。）

「医療保険金」の２倍支払特約
治療日数やケガの内容に応じてお支払いする医療保険金
（一時金払）について、通常の２倍の金額をお支払い
します。

 補償内容を変更されたい方に…

医療保険金（日数払）に関する特約
事故発生日からその日を含めて１８０日を経過するまでの期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日
までの治療日数に対して、１日につきご契約の入院保険金日額または通院保険金日額をお支払いします。
※通院治療日数は９０日を限度とします。
※この特約をセットされた場合、医療保険金（一時金払）はお支払いしません。

死亡・後遺障害のみ補償特約
搭乗者傷害保険でお支払いする保険金を死亡保険金
および後遺障害保険金に限定します。
※この特約をセットされた場合、医療保険金はお支払いしません。

無保険車傷害保険
保険を契約していない車との事故などで、ご契約のお車に搭乗中の方が亡くなられたり、後遺障害が生じた
場合で、相手から十分な補償を受けられないときに、補償を受けられる方１名ごとに、ご契約金額＊を限度
に保険金をお支払いします。
 ＊この保険のご契約金額は、対人賠償保険と同額となります。ただし、対人賠償保険のご契約金額が「無制限」の場合は２億円となります。
※ 記名被保険者が個人の場合、ご自身やご家族については、ご契約のお車に搭乗中以外のときも対象となります。
※人身傷害補償特約で保険金をお支払いできる場合は、その金額を超過した部分についてのみ、この保険から保険金をお支払いします。
※この保険は対人賠償保険をご契約の場合に自動的にセットされます。（ご希望により取り外すことができます。）

ご自身やご家族・同乗者の方がケガなどをされたときの補償傷 害



 詳しい内容につきましては、P17からP20をご覧ください。

傷　

害
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人身傷害補償特約で補償の対象となる事故を
「ご契約のお車に搭乗中の自動車事故」だけで
なく「他のお車＊に搭乗中の自動車事故」や「歩行中
など車外での自動車事故」などに拡大します。
 ＊他のお車には、ご自身や同居のご家族が所有または常時
使用するお車を含まないなど、一定の条件があります。
※この特約で補償の対象となる事故は、自動車の運行に
よって生じた事故や運行中の、飛来中・落下中の他物
との衝突などとなります。
※この特約により拡大した補償範囲の事故で補償を受け
られる方は、ご自身やご家族に限ります。
※記名被保険者が法人の場合、この特約はセットできません。

※損害額の認定は、安心ガイドに記載している基準に従い日本興亜損保が行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場合があります。
※相手から既に受領済の賠償金や労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて
お支払いします。
※ケガの治療を受ける際は、健康保険などの公的制度をご利用ください。

お客様の過失割合にかかわらず、日本興亜損保がご契約金額を限度に損害額を補償します。

ご契約金額は、補償を受けられる方の年齢、収入、扶養家族の有無などに基づいて適正な金額を設定してください。

年齢 25歳 35歳 45歳 55歳
扶養家族の有無 有 無 有 無 有 無 有 無

損害額 8,000万円 7,000万円 8,000万円 6,000万円 8,000万円 6,000万円 6,000万円 5,000万円

【ご参考】年齢別の平均的な損害額例 （亡くなられた場合）

（安心ガイドに記載の平均給与額に基づき算出）

人身傷害に関する自動車危険補償特約

ご自身や同居のご家族が記名被保険者となる「他のご契約」がある場合、それぞれのご契約にこの特約をセットされると、補償の重複が
生じますので、ご契約内容をご確認ください。（それぞれのご契約の記名被保険者がご自身や同居のご家族の場合は、いずれか１台の
ご契約にセットされることで、ご自身や同居のご家族全員が補償の対象となります。）

ご契約のお車に搭乗中
の自動車事故でケガを
した。

他のお車＊に搭乗中の
自動車事故でケガを
した。

歩行中に自動車にはね
られてケガをした。

補償の対象となる事故例

人身傷害補償特約
による補償範囲

この特約により補償範囲を拡大

入院・通院
されたとき 治療費などの実費

後遺障害が
生じたとき

亡くなられたとき

治療費などの実費

治療費などの実費

休業損害

逸失利益

逸失利益

精神的損害

精神的損害 将来の介護料

精神的損害 葬儀費

ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故＊１により亡くなられたり、ケガをされた場合に生じる
逸失利益や治療費などについて、１回の事故につき補償を受けられる方１名ごとに、ご契約金額を
限度＊２に保険金をお支払いします。
＊１ご契約のお車の運行によって生じた事故や運行中の、飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
＊２重度の後遺障害が生じた場合（神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な
状態などをいいます。）には、ご契約金額の２倍を限度にお支払いします。

人身傷害補償特約

お支払いする保険金

ご契約金額の決め方

お支払いの
対象となる
主な損害

ご自身やご家族が事故によりケガをされるのは、ご契約のお車に乗っているときだけとは限りません。友人の車に乗せてもらった
ときや歩いているときに車にはねられてしまうこともあります。このような場合に備えておすすめするのが「人身傷害に関する
自動車危険補償特約」です。
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車両保険金

無過失「車対車事故」の特則
「他の自動車との衝突・接触」による車両事故について、示談などによりお客様に過失がなかったことが確定した場合や、相手自動車
の「追突」、「センターラインオーバー」もしくは「赤信号無視」による事故またはご契約のお車が「駐停車中」の事故において、お客様
に過失がなかったと日本興亜損保が判断する場合、次回のご契約の等級および事故有係数適用期間に影響することなく、車両
保険金をお支払いします。
※このお取扱いは、「他の自動車（ご契約のお車と所有者が異なる自動車をいい、原動機付自転車を含みます。）」および「その運転者または所有者」
が確認された場合に限ります。
※新車特約、車両全損超過修理費特約および積載動産損害補償特約（個人用・事業用）に関する保険金をお支払いする場合は、このお取扱いをする
ことはできません。

衝突や盗難＊などの偶然な事故によりご契約のお車に損害が生じた場合、修理費などについてご契約金額を
限度に保険金をお支払いします。車両保険の種類には「一般条件」のほか、補償範囲を限定した「車対車＋
限定危険」などがあります。
 ＊ ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合、盗難事故については補償の対象となりません。
※ 自己負担額を設定された場合は、その額を差し引いてお支払いします。（ご契約のお車が全損となった場合は、自己負担額を差し引かずにお支払いします。）
※ 事故によってご契約のお車が自力で走行できなくなった場合は、その発生地からお客様が指定する修理工場までの運搬や、修理完了後のお車を
　 自宅などまで納車または引き取るために必要な費用についても、ご契約金額の１０％または１５万円のいずれか高い額を限度にお支払いします。

車両保険

＊１ 車両保険の種類が「車対車＋限定危険」の場合、「他の自動車（ご契約のお車と所有者が異なる自動車をいい、原動機付自転車を含みます。）」
および「その運転者または所有者」が確認されたときに限り補償します。

＊2 ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合、盗難事故については補償の対象となりません。
※ 車両保険の種類には上記のほか、さらに補償範囲を限定する「車対車」や「限定危険」があります。ただし、二輪自動車や原動機付自転車など一部の
お車のご契約については、「一般条件」以外はお選びいただけません。詳しくは、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。

一般条件 車対車＋限定危険

補償の対象となる事故例

お支払いする保険金（車両価額協定保険特約がセットされている場合）

全損時諸費用保険金

●全損の場合 ●分損の場合（全損以外の場合）

ご契約のお車が全損となった場合は、上記のほかにご契約金額の10％（20万円限度）をお支払い
します。

【車両価額協定保険特約がセットされていない場合】

全損の場合：ご契約金額を限度に、事故時のご契約のお車の時価を車両保険金としてお支払いします。なお、全損時諸費用保険金はお支払い
　　　　　　しません。
分損の場合：修理費などの損害額から自己負担額を差し引いた額を車両保険金としてお支払いします。ただし、ご契約金額が事故時のご契約の
　　　　　　お車の時価より低い場合は、修理費などの損害額から自己負担額を差し引いた金額に、事故時の時価に対するご契約金額の割合
　　　　　　を乗じた額をお支払いします。

修理費などの損害額から自己負担額
を差し引いた額をお支払いします。

ご契約金額の全額を
お支払いします。

※ ご契約金額が事故時の時価を著しく超える場合は、事故時の時価をご契約金額とみなして、保険金をお支払いします。

電柱に衝突 車庫入れに失敗

転覆・墜落 あて逃げ（相手車不明）

盗難＊2
他の自動車との
衝突・接触＊１

台風・竜巻・
洪水・高潮

火災・爆発 落書・いたずら
飛来中または落下中の
他物との衝突

ご自身のお車に損害が生じたときの補償車 両



 詳しい内容につきましては、P17からP20をご覧ください。
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※「増額方式」はノンフリート契約の場合に限り、お選びいただくことができます。（教習用自動車およびレンタカーの場合は「定額方式」のみとなります。）
※ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合は「定額方式」のみで０万円・１万円・３万円・５万円・７万円・１０万円からお選びいただきます。
※無過失「車対車事故」の特則が適用される事故または所定の費用のみをお支払いする事故が既に発生している場合、これらの事故については事故回数に含めません。
※ご契約期間が１年を超えるご契約において「増額方式」の場合は、保険年度ごとに事故回数をカウントします。
※「定額方式」で７万円を超える自己負担額をご希望の場合は、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。
※「他の自動車との衝突・接触」による事故については、自己負担額３万円または５万円を適用しない「車両免ゼロ特約」（車両保険の免責金額に関する
特約）をセットすることもできます。（一部対象とならないお車があります。）

お車の型式、用途車種、車名、仕様および初度登録年月（軽自動車の場合は初度検査年月）をご確認いただき、所定の「自動車
保険車両標準価格表」などに掲載の価格をもとに、５万円単位で設定します。また、キャンピング車など「自動車保険車両標準価格
表」などに掲載のないお車については、時価をもとに５万円単位で設定します。（原動機付自転車は1万円単位で設定します。）
※ご契約金額には「車両本体価格」のほか「付属品の額」および「消費税」を含めます。（自賠責保険の保険料や諸費用などについては含めることができません。）

増額方式 定額方式
ご契約期間中１回目の車両事故 ０万円 ３万円 ５万円 ７万円

０万円 ３万円 ５万円 ７万円
ご契約期間中2回目以降の車両事故 10万円

自己負担額（免責金額）について

ご契約金額の決め方

車両保険の 　　　　　お客様のニーズに合わせてお選びください。

車両保険金をお支払いする事故１回あたりの自己負担額をお選びください。

ご契約時に、ご契約のお車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録（検査）年月のお車の市場販売価格相当額を
ご契約金額（協定保険価額）として定めるものです。この特約がセットされているご契約については、車両保険金をお支払い
する際、事故時の時価にかかわらず、ご契約金額を限度に保険金をお支払いします。
※ご契約金額が事故時の時価を著しく超える場合は、事故時の時価を限度に保険金をお支払いします。
※この特約は、ご契約のお車が自家用８車種の場合に自動的にセットされます。（レンタカーの場合を除きます。）
※ご契約のお車が自家用普通貨物車（最大積載量２t超）やダンプカー、営業用自動車など自家用８車種以外でも、ご希望により特約（「普通貨物車
　等に関する車両価額協定保険特約」）をセットできる場合があります。（割増保険料が必要です。）

車両価額協定保険特約 ご契約内容に応じて自動セット

 新車を購入された方に…

新車特約
ご契約のお車の修理費が新車価格（協定新価保険金額）の５０％以上＊または全損となった場合、実際に
かかるお車の再購入費用（車両本体価格＋付属品＋消費税）または修理費について協定新価保険金額を
限度にお支払いします。また、所定の要件を満たす場合、臨時費用保険金をお支払いします。
 ＊内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合に限ります。
※事故発生日の翌日から起算して６か月以内に代替のお車を再取得またはご契約のお車を修理された場合に限ります。
※盗難事故については、この特約の対象となりません。（盗難後にご契約のお車が発見された場合は対象となります。）
※この特約により臨時費用保険金をお支払いする場合、全損時諸費用保険金はお支払いしません。

 愛着のある今のお車に乗り続けたい方に…

車両全損超過修理費特約
車両保険金のお支払いの対象となる事故において、修理費がご契約金額を超過した場合、超過
した修理費について５０万円を限度にお支払いします。
※事故発生日の翌日から起算して６か月以内に修理された場合に限ります。

地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約
地震・噴火・津波により、ご契約のお車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約のお車
が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、５０万円（車両保険のご契約
金額が５０万円未満の場合は車両保険のご契約金額と同額）を一時金としてお支払いします。

 車両保険では補償されない地震・噴火・津波への備えとして…



 詳しい内容につきましては、P17からP20をご覧ください。9

その他の補償

 修理期間中、代車が必要となる方に…

 原動機付自転車も運転される方に…

お客様のニーズに合わせてお選びください。

代車費用特約
車両保険金のお支払いの対象と
なる事故によりご契約のお車が
使用できなくなった場合に、お支払
対象期間内に発生したレンタカー
などの代車費用について「ご契約
の日額×利用日数」を限度に実際
のご負担額をお支払いします。
※自己負担額を設定された場合は、その額を差し引いてお支払い
します。

ファミリーバイク特約
ご自身やご家族が原動機付自転車
を使用中に生じた対人・対物・自損
事故について、原動機付自転車を
ご契約のお車とみなして、ご契約
のお車のご契約条件に応じて補償
します。また、搭乗中のケガを人身
傷害補償特約で補償するタイプも
あります。
※原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。

積載動産損害補償特約（個人用）
偶然な事故により、ご契約のお車の
室内・トランク内などに積載して
いる個人所有の動産（ゴルフバッグ・
キャンプ用品など）がこわれた場合
や盗難＊にあった場合に３０万円を
限度に保険金をお支払いします。
＊キャリアやルーフボックスなど車室外積載装置に固定または収納
　された動産については、ご契約のお車と同時に盗難にあった場合
　に限り補償します。なお、車両盗難不担保特約をセットされている
　場合は、積載動産の盗難についても補償の対象となりません。

日常生活賠償責任補償特約
日本国内・国外を問わず、日常生活
での偶然な事故（自動車事故を除き
ます。）により、ご自身やご家族が
他人にケガなどをさせたり、他人の
財物をこわした場合、法律上の損害
賠償責任の額について保険金を
お支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・
仲裁に要した費用などもお支払いします。

 お車に積んだ持ち物の補償のために…

 日常生活における賠償事故のために…

 ご契約のお車の整備や修理中に借りたお車の事故を補償します。

臨時代替自動車補償特約
ご契約のお車が整備、修理、点検などのために整備工場などの管理下にあって使用できない間に、ご契約のお車の代替として
借りたお車を使用中に生じた、対人・対物・自損・無保険車傷害・搭乗者傷害・人身傷害・車両事故について、借りたお車をご契約
のお車とみなして、ご契約のお車のご契約条件に応じて補償します。
※車両事故（借りたお車自体に生じた損害）については、車両保険をご契約の場合に限り、借りたお車の時価を限度に補償します。
※この特約は、次のいずれかのご契約に自動的にセットされます。
　・記名被保険者が法人のノンフリート契約（対人賠償保険または対物賠償保険をご契約の場合に限ります。）
　・フリート契約　　
　・「リースカーに関する特約」がセットされている契約

ご契約内容に応じて自動セット

上記特約の詳細につきましては、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。

主に事業者のお客様を対象とした特約もご用意しています。
□積載動産損害補償特約（事業用）

□搭乗者傷害事業主費用補償特約

□受託貨物賠償責任補償特約

□対人事故事業主費用補償特約

□被けん引自動車に関する車両損害包括補償特約

そ
の
他
の
補
償

○○

＜ファミリーバイク特約・日常生活賠償責任補償特約共通＞
ご自身や同居のご家族が記名被保険者となる「他のご契約」がある場合、それぞれのご契約にこれらの特約をセットされると、
補償の重複が生じますので、ご契約内容をご確認ください。（それぞれのご契約の記名被保険者がご自身や同居のご家族の
場合は、いずれか１台のご契約にセットされることで、ご自身や同居のご家族全員が補償の対象となります。）
※日常生活賠償責任補償特約については、火災保険や傷害保険などのご契約内容もご確認ください。



事故も故障も
安心！

※「くるまの安心サービス」のご利用にあたっては、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。
※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
※「くるまの安心サービス」をご利用いただいても、次回のご契約の等級および事故有係数適用期間に影響はありません。
※「くるまの安心サービス」は、日本興亜損保が㈱プライムアシスタンスにサービスの運営を委託しています。

「くるまの安心サービス」の詳細につきましては、別途ご用意しております「くるまの安心サービス」チラシをご覧ください。

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。
※鍵の再作成費用、燃料代、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。

 トラブルたちまち解消サービス
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
100ｋｍ（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。
※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。

 レッカーただいま参上サービス

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、宿泊
施設や代替交通機関などの手配を行うとともに、宿泊・帰宅に
必要な費用についても、所定の額を限度にサービスします。
 ＊ 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。
※ 宿泊・帰宅にかかる費用は、お客様にお立て替えいただき、後日領収証の提出
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。

 諸費用ただちに応援サービス

高速道路上で燃料切れとなった場合にご契約期間中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。
※ご契約期間が１年を超えるご契約の場合、保険年度ごとに１回に限ります。

 高速道路燃料たよれるサービス

おかけまちがいにご注意ください。

0120-040-546
日本全国24時間×365日

ゼロヨンゼロ　  コ
●
シ
●
ョウモム

●
リョウ

くるまの安心サービス受付ダイヤル

○交通（渋滞）情報サービス
○地図ＦＡＸサービス

お車に関する情報を無料でご提供します。

 情報たっぷり提供サービス

ご提供する
情      報

くるまの安心サービスの対象契約は「人身傷害補償特約」をセットされたご契約となります。
上記にかかわらず、フリート契約の場合は「レッカーただいま参上サービス」「情報たっぷり提供サービス」をご利用いただけます。人身傷害補償特約をセット
されたフリート契約の場合は、５つのメニューをすべてご利用いただけます。
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車両保険金のお支払いの対象となる事故の場合、修理完了後の
お車の納車・引取りに必要な費用は、車両保険でお支払いします。

充実の「24時間初期対応サービス」

日本興亜損保の社員が常駐する「24時間サポート損害サービスセンター」による、夜間・休日の
「24時間初期対応サービス」で、事故直後のお客様の不安を解消し、安心をお届けします。

※ 夜間・休日の「24時間初期対応サービス」は、お客様のご要望に応じて実施します。　※ ご契約内容や事故状況により、対応させていただく内容が異なります。
※ 事故の発生状況などによっては、ご連絡まで一定の時間を要する場合があります。
※ 自然災害発生時や事故の相手方のご都合、病院などの関係機関の事情により、翌日以降の対応とさせていただく場合があります。

保険対応の可否判断 事故受付の連絡

修理工場のご紹介 病院への連絡

事故解決のアドバイス 修理工場への連絡

修理工場への連絡 代車の手配

代車の手配

病院への連絡

お客様への「24時間初期対応サービス」 相手方への「24時間初期対応サービス」

くるまの安心サービス

事故対応サービス 日本全国、24時間×365日の安心をお届けします。

24時間初期対応サービス

く
る
ま
の
安
心
サ
ー
ビ
ス

事
故
対
応
サ
ー
ビ
ス

24時間体制でお客様をサポート！

おかけまちがいにご注意ください。

0120-258-110
日本全国24時間×365日

　　　　じ　こ　は　　　　 110番　　　

事故受付センター

もしもの事故に備え、２４時間３６５日
稼働の「事故受付センター」と全国を
網羅する損害サービス網で、お客様を
全力でサポートします。

24時間事故受付サービス
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運転者限定特約により限定した運転者の範囲外の方や年齢条件を満たさない方が運転中の事故については、原則
として保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

ご契約条件の設定

※運転者限定特約は、記名被保険者が個人でご契約のお車が自家用（普通・小型・軽四輪）乗用車の場合のみセットすることができます。

※ご契約のお車が原動機付自転車の場合、「年齢を問わず補償」「２１歳以上補償」のいずれかをお選びください。

◆記名被保険者年齢区分
運転者の年齢条件が「２６歳以上補償」の場合、ご契約期間の初日時点における記名被保険者の年齢に応じた「記名被保険者
年齢区分」に基づく保険料を適用します。

運転者の年齢条件が「26歳以上補償」
記名被保険者年齢区分 29歳以下 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳以上
※ 記名被保険者を変更する場合、変更日時点での変更後の記名被保険者の年齢に応じた「記名被保険者年齢区分」に基づく保険料を適用します。
※ ご契約期間が１年を超えるご契約の場合は、「ご契約期間の初日」を「各保険年度の初日」に読み替え、保険年度ごとに「記名被保険者年齢区分」
に基づく保険料を適用します。

「記名被保険者年齢区分」は保険料を算出するための区分であり、補償の対象となる運転者の年齢を制限するもの
ではありません。

ご契約の基本条件 ノンフリート契約のみ対象となります。

ご契約のお車 記名被保険者 運転者限定特約 運転者年齢条件

自家用（普通・小型・軽四輪）乗用車
個人 ○ ○
法人 ー ○

二輪自動車・原動機付自転車
個人・法人

ー ○
上記以外 ー ー

（○：対象　－：対象外）

ノンフリート契約の場合、「運転者限定特約」や「運転者年齢条件」を設定することにより、補償の対象となる運転者の範囲を限定
することができます。

■運転者限定特約について
記名被保険者が個人でご契約のお車が自家用（普通・小型・軽四輪）乗用車の場合、補償の対象となる運転者を「ご家族のみ」
または「記名被保険者ご本人およびその配偶者」に限定することができます。この特約により運転者を限定することで、保険料
がお安くなります。

■運転者年齢条件について
ご契約のお車が自家用（普通・小型・軽四輪）乗用車、二輪自動車、原動機付自転車の場合、ご契約のお車を運転される同居の
ご家族＊のうち、最も若い方の年齢にあわせて運転者の年齢条件を設定してください。（記名被保険者が法人の場合、ご契約の
お車を運転されるすべての方が年齢条件の対象となります。）
 ＊同居のご家族とは、ご自身（記名被保険者）、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族をいいます。
※同居のご家族以外の方であっても、同居のご家族が営む事業の従業員の場合で、その業務中に運転されるときは、年齢条件を適用します。

■運転者限定特約と運転者年齢条件の対象となるご契約

運転者限定特約と運転者年齢条件の組合せ

ご
契
約
の
基
本
条
件

運転者の年齢条件
■■  年齢を問わず
　  補償

■■  ２１歳以上
　 補償

■■  ２６歳以上
　 補償

 ＊④または⑤の方であっても、①から③までの方が営む事業の従業員の場合で、その業務中に運転されるときは、年齢条件を適用します。

運転者限定特約

運転者の範囲 　　　　　 ○：補償の対象　×：補償の対象外

①
記名被保険者

②
①の配偶者

③
①②の同居の
ご親族

④
①②の別居の
未婚のお子様

⑤
①から④以外の方
（友人・知人など）

■■ 限定なし ○ ○ ○ ○ ○

■■ 家族型 ○ ○ ○ ○ ×

■■  本人・配偶者型 ○ ○ × × ×

運転者年齢条件 運転者年齢条件 運転者年齢条件年齢条件を適用します。 年齢条件を適用しません＊。
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「弁護士費用特約」や「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」など、一部の特約については割引の対象となら
ないものがあります。そのため、ご契約内容によっては、割引を適用したご契約の保険料が、このページに記載された
割引率どおりにお安くならない場合があります。

ご
契
約
条
件
の
設
定

■２つの「地球温暖化防止」プラン　～Web確認割引・Eco-Net約款～
「Ｗｅｂ確認割引」は「保険証券または保険契約継続証」および「安心ガイド」を送付しないペーパーレスの契約
方式のため、環境保護の促進につながります。また、「Ｗｅｂ確認割引」とは別に「保険証券または保険契約
継続証」は送付し、「安心ガイド」の内容は日本興亜損保のホームページでご確認いただくことで、紙の消費
削減につながる契約方式「Eco-Net約款」もご用意しています。（この場合、保険料の割引はありません。）
いずれの場合も、日本興亜損保はこれらのご契約件数に応じて一定額を拠出し、この素晴らしい地球環境を
未来へ引継ぐための取組み＊を実施するなど、お客様とともに環境に配慮した取組みを進めています。
地球の温暖化防止に役立つ２つのプランを是非ご利用ください。
＊詳しくは、日本興亜損保のホームページをご覧ください。
ホームページアドレス http://www.nipponkoa.co.jp

※「くるまの安心サービス」対象契約の場合、くるまの安心サービス利用規約についても送付しませんので、日本興亜損保のホームページでご確認
いただきます。

日本興亜損保 検索

■ 長期優良契約割引
現在のご契約が２０等級で１年間無事故の
場合など、所定の要件を満たす場合

■ 福祉車両割引
ご契約のお車が「車いす移動車」など
所定の福祉車両である場合

初回保険料のお支払方法を「口座振替払」や「コンビニ払」など
キャッシュレスとするご契約のうち、「保険証券または保険契約
継続証」および「安心ガイド」の送付を不要とされ、ご契約内容
などを日本興亜損保のホームページでご確認いただく場合

一時払 分割払（12回）
一般契約 500円 月々40円

団体扱・集団扱 300円 月々30円
※複数のお車を1保険証券で契約される場合は対象となりません。
※ご契約期間が１年または所定の要件を満たす１年未満の場合で、合計保険料
（分割払の場合は年間保険料）が２０，０００円以上のご契約に限ります。

保険料の割引 ご契約条件などによって適用となる割引をご用意しています。

3％
割引

3％
割引

保
険
料
の
割
引

■ ノンフリート多数割引

■ Web確認割引

■ 新車割引 ■ エコカー割引
ご契約のお車が自家用（普通・小型・
軽四輪）乗用車で、ご契約期間の始まる
月が初度登録（検査）年月の翌月から
起算して２５か月以内の場合

ご契約のお車が自家用（普通・小型・
軽四輪）乗用車の電気自動車または
ハイブリッド自動車で、ご契約期間の
始まる月が初度登録（検査）年月の翌月
から起算して１３か月以内の場合
※ 対象となるお車は、日本興亜損保が定める型式のお車に限ります。
※ 福祉車両割引と同時に適用することはできません。

※ 本割引とエコカー割引の適用条件をいずれも満たす場合は、本割引を
適用します。（エコカー割引と同時に適用することはできません。）

3％
割引

※「中断証明書」を用いた新規契約については、対象となりません。

＜新車割引・エコカー割引共通＞
※登録番号のない構内専用車などは、対象となりません。
※ 新車割引およびエコカー割引を適用したご契約が満期となり、次回のご契約から割引の対象外となる場合、満期となるご契約が無事故であっても、
次回のご契約の保険料が前年より高くなることがあります。
※ご契約期間が１年を超えるご契約の場合、「ご契約期間の始まる月」を「各保険年度の始まる月」に読み替え、保険年度ごとに割引を適用します。

日本興亜損保のホームページから専用サイトにアクセスすることで、
ご契約内容や「安心ガイド」をご覧いただくことができます。

主なご契約内容は携帯電話からもご確認
いただけます。（一部の機種を除きます。）
※携帯電話から「安心ガイド」をご覧いただく

ことはできません。

ご自身や同居のご家族を記名被保険者として、2台以上の
お車を１保険証券で契約される場合
※Ｗｅｂ確認割引と同時に適用することはできません。
※適用する割引率は、ご契約期間の初日時点の台数によります。
　 したがいまして、ご契約後に台数の増減があった場合でも、ご契約期間
中の割引率は変更となりません。
※ 本割引を適用するために、現在のご契約を解約される場合、解約
返還保険料の計算やご契約の等級の進行などについて、お客様に
とって不利益となることがあります。

●ご契約台数が
　2台の場合

1％
割引

5％
割引

3％
割引

●ご契約台数が
　3台から5台の
　場合

●ご契約台数が
　6台以上の
　場合



ご
契
約
条
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の
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ノンフリート等級別料率制度 等級などに応じた割増引率を適用します。

ノ
ン
フ
リ
ー
ト
等
級
別
料
率
制
度

ノンフリート契約については、ご契約のお車１台ごとに１等級から２０等級までの等級および事故有係数適用期間により保険料
が割引・割増されるノンフリート等級別料率制度を採用しており、次のような割増引率＊を適用します。
 ＊「弁護士費用特約」や「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」など一部の特約には適用されません。
※フリート契約については、別途定める方法により算出した割増引率を適用します。

■新たに契約される場合

中断証明書＊1をお持ちの場合で次の条件をすべて満たすときは、「継続して契約される場合」と同様に、中断したご契約のご契約
期間や事故件数などに応じて、等級を適用＊2することができます。
中断証明書は、お車の廃車・譲渡・車検切れや記名被保険者の海外渡航などにより、自動車保険を一時的に中断した場合に、お客様
のご請求に基づいて発行するものです。
中断証明書の発行にあたっては、所定の要件がありますので、ご契約後に自動車保険を中断する場合は、取扱代理店または日本
興亜損保までお問い合わせください。
＊1  他の保険会社などで発行されたものを含みます。
＊2   事故有係数適用期間についても継承します。なお、 「事故有割増引率」につきましては、中断したご契約のご契約期間の初日が２０１２年１０月１日以降
の場合、または新契約のご契約期間の初日が２０１３年１０月１日以降の場合に適用します。

■中断制度（中断特則）

■複数所有新規制度（セカンドカー割引）
２台目以降のお車について新たに自動車保険を契約される際に、ご契約期間の初日において他のお車の
ご契約（「他のご契約」）があり、次の条件をすべて満たす場合は、「新たなご契約」の等級が7等級からスタート
します。

複数所有新規制度を利用して契約される場合の条件
●「新たなご契約」の記名被保険者および車両所有者が個人であること。
●「新たなご契約」の記名被保険者および車両所有者が「他のご契約」とそれぞれ同一＊1であること。
●「新たなご契約」と「他のご契約」のお車が自家用8車種またはいずれも二輪自動車であること。
●「他のご契約」の等級が11等級以上であること。＊2

＊１ 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族は同一とみなします。
　  （車両所有者については、この他にも同一とみなすことができる場合があります。）
＊２ 「他のご契約」も日本興亜損保でご契約いただいており、そのご契約期間が１年を超える場合は取扱いが異なります。詳しくは、取扱代理店または
日本興亜損保までお問い合わせください。

運転者年齢条件に応じて、６等級（A）～（D）からスタートします。
２台目以降のお車について新たに自動車保険を契約される場合で、複数所有新規制度（セカンドカー割引）の適用条件をすべて
満たすときは、７等級（A）～（D）からスタートします。

 ＊ご契約期間の初日が２０１３ 年10月１日以降の場合は、（　　）内に記載の割増引率を適用します。
※新たに契約される場合の事故有係数適用期間は「0年」となります。

運転者年齢条件 年齢を問わず補償 ２１歳以上補償 26歳以上補償 年齢条件対象外車種

初めてのご契約
等級 ６（Ａ） ６（Ｂ） ６（Ｃ） ６（D）

割増引率＊ 25％割増
（28％割増）

10％割増
（３％割増）

５％割引
（9％割引）

0％
（4％割増）

複数所有新規制度
等級 ７（Ａ） ７（Ｂ） ７（Ｃ） ７（D）

割増引率＊ 10％割引
（11％割増）

15％割引
（11％割引）

28％割引
（40％割引）

28％割引
（39％割引）

中断証明書を利用して契約される場合の条件

●ご契約期間の初日が、お車の取得日＊１の翌日から起算して１年以内であること。
●お車の用途車種が中断したご契約と同一＊2であること。
●記名被保険者および車両所有者が中断したご契約と同一＊3であること。
●ご契約期間の初日が、中断証明書に記載された有効期限内であること。
＊１ 新規取得・新規借入などが行われた日をいいます。
＊2 所定の要件を満たす場合は同一とみなします。
＊3  記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族は同一とみなします。
　  （車両所有者については、この他にも同一とみなすことができる場合があります。）
※  海外渡航により発行した中断証明書を利用する場合は取扱いが一部異なります。詳しくは、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。
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現在のご契約の満期日の翌日から起算して7日以内に継続されない場合は、原則として7等級から20等級の継承が
できなくなりますので、ご注意ください。

■継続して契約される場合 （現在のご契約が、等級継承可能な他の保険会社などの場合を含みます。）

ご契約期間の初日および前契約の等級ダウン事故＊の有無に応じて、次の割増引率を適用します。
＊「１等級ダウン事故」および「３等級ダウン事故」をいいます。（以下、同じとします。）

＊ 等級ダウン事故のあるご契約を２０１３年９月３０日以前に解約して再び契約される場合などには、下表下段の「事故有割増引率」を適用することがあり
ますので、ご注意ください。

※ご契約期間の初日が２０１４年１０月１日以降の割増引率につきましては、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。

◆適用する割増引率について

ご契約期間が１年の場合、ご契約期間中無事故であれば、次回のご契約の等級は１等級上がります。
また、保険金をお支払いする事故があった場合、次回のご契約の等級は事故の内容や件数によって決定します。（ご契約期間
が１年を超えるご契約の場合は取扱いが異なります。）
なお、保険金をお支払いする事故には次の３種類があり、次のとおり取り扱います。
※これらの詳細につきましては、「重要事項説明書」をご覧ください。

事故の種類 等級の取扱い 事故例

ノーカウント事故 他の事故がない場合、１等級上がります。 お客様ご自身がケガをしたため、人身傷害
保険金のみをお支払いする事故 など

 １等級ダウン事故＊ 事故１件につき１等級下がります。 お車が盗難にあったり、落書されたため、車両
保険金のみをお支払いする事故 など

３等級ダウン事故 事故１件につき３等級下がります。 相手方にケガをさせてしまったため、対人
賠償保険金をお支払いする事故 など

◆等級の決定方法について

＊ご契約期間の初日が２０１２年９月３０日以前のご契約の場合は、「等級すえおき事故」として取り扱い、前契約と同一の等級を適用します。

1 2現在１６等級で無事故
 継続契約は１７等級

3 4

1
23

12
等級

13
等級

14
等級

15
等級

16
等級

17
等級 2

34

1

12
等級

13
等級

14
等級

15
等級

16
等級

17
等級

現在１６等級で１等級ダウン事故が１件発生
 継続契約は１５等級

現在１６等級で３等級ダウン事故と１等級ダウン事故が
１件ずつ発生  継続契約は１２等級

現在１６等級で３等級ダウン事故が１件発生
 継続契約は１３等級

14
等級

15
等級

16
等級

17
等級

18
等級

19
等級

1 1 19
等級18

等級17
等級16

等級15
等級14

等級

ご契約期間の初日 等級 1 2 3 4 5 6(F) 7(F) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2012年10月1日～
2013年9月30日　 割増引率＊

割　増 割　引

52 26 10 1 10 17 23 28 33 37 40 44 47 50 52 55 57 59 61 63

（単位：％）

ご契約期間の初日 等級 1 2 3 4 5 6(F) 7(F) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013年10月1日～
2014年9月30日　

割増引率 割　増 割　引

無事故 64 28 12 2 13 19 28 40 41 43 46 47 48 49 50 52 55 57 59 63

事故有 64 28 12 2 13 19 20 21 22 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 44

（単位：％）
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自家用（普通・小型）乗用車のみ対象となります。型式別料率クラス制度

ノ
ン
フ
リ
ー
ト
等
級
別
料
率
制
度

型
式
別
料
率
ク
ラ
ス
制
度

自家用（普通・小型）乗用車は、お車の「型式」ごとの事故発生状況などに基づき損害保険料率算出機構が決定した料率クラスにより、
保険料を算出しています。料率クラスは「車両」「対人賠償」「対物賠償」「傷害」の補償ごとに１から９までの９クラスに区分＊されて
おり、毎年１月１日付で料率クラスの見直しが行われます。（見直しの結果、料率クラスが現在よりも高くなるケースや低くなる
ケースがあります。）
そのため、お客様のご契約に事故がなかった場合でも、ご契約のお車の料率クラスが現在よりも上がったときは、継続契約の
保険料が前年より高くなることがあります。
＊保険料は１クラスが最も安く、９クラスが最も高くなります。料率クラスが１つ上がると、各補償の保険料が約２０％高くなる仕組みとなっています。

前契約に等級ダウン事故があったご契約について、そのご契約を含めて、以後「事故有割増引率」を適用する年数を「事故有
係数適用期間」といいます。
● 前契約の事故有係数適用期間にかかわらず、「３等級ダウン事故」１件につき「３年」、「１等級ダウン事故」１件につき「１年」
を事故件数に応じて加算します。

● 「事故有係数適用期間」の上限は「６年」、下限は「０年」とし、ご契約期間の初日から１年間経過するごとに「１年」を減算
します。

● 「事故有係数適用期間」が「１年～６年」の場合は「事故有割増引率」を、「０年」の場合は「無事故割増引率」を適用します。
● ご契約期間の初日が２０１２年１０月１日以降２０１３年９月３０日以前の場合、「事故有係数適用期間」は原則として「０年」
とします。＊
＊ 次のような場合には、ご継続の契約の事故有係数適用期間を「１年～６年」とし、「事故有割増引率」を適用することがあります。
 詳しくは、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。

◆事故有係数適用期間について

次の条件をすべて満たす場合、現在のご契約＊をご契約期間の中途で解約されたときであっても、解約日から解約したご契約の
満期日までの間、日本興亜損保にて契約されるときは、解約前後のご契約を１つの契約とみなして、次契約の等級および事故
有係数適用期間を決定します。
＊ 等級継承可能な他の保険会社などでのご契約に限ります。

■保険期間通算による等級継承特則

●現在のご契約のご契約期間が１年であること。
●新たなご契約におけるご契約期間の初日が、現在のご契約の解約日と同日であること。
●新たなご契約の満期日が、現在のご契約の満期日と同日であること。
●現在のご契約に保険金を請求した事故（ノーカウント事故は含みません。）がないこと。

保険期間通算による等級継承特則の適用条件

・ 前契約のご契約期間の初日が２０１２年１０月１日以降で、「前契約に等級ダウン事故がある場合」または「前契約が他の保険会社・共済の
ご契約で事故有係数適用期間を適用していない場合」
・ ご契約期間が１年を超えるご契約に３等級ダウン事故があり、そのご契約を解約して継続された場合 など

2013年5月1日からのご契約
（ご契約期間1年）を2013年
11月1日に解約後、この特則を
利用して2014年5月1日までの
短期契約を締結される場合

（次契約）
16等級15等級（短期契約）

無事故であれば
1等級上がります。現在のご契約と通算してご契約期間を1年間とみなします。

（解約） 15等級（1年契約） 無事故現在のご契約
（他社契約）

2013年5月1日

新たなご契約

2014年5月1日

例
2013年11月1日

例 ご契約期間の初日が2013年4月1日、２０等級、事故有係数適用期間が０年のご契約で、３等級ダウン事故が１件発
生した場合（それぞれのご契約期間が１年のケース）

等級
事故有係数適用期間
無事故割増引率

20等級
0年

63％割引

20等級
0年

63％割引

等級
事故有係数適用期間
事故有割増引率

17等級
3年

38％割引

18等級
2年

40％割引

19等級
1年

42％割引
（1年後） （2年後） （3年後）

（4年後）

3等級
ダウン
事故
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保険料のお支払方法 お支払いは便利な口座振替払をおすすめします。

保
険
料
の
お
支
払
方
法

さらに
口座振替払をご利用いただくと、ご契約内容の変更時に追加保険料が必要な場合も、お手続きの際に
現金のご用意は不要です。（追加保険料の口座振替払）
※一部、お取り扱いできない場合があります。

ご契約期間の初日が９月１５日のご契約を、８月２０日にこの制度を利用して契約される場合

※ご契約期間が３か月未満のご契約は対象外となります。
※ご契約期間が始まる月にお手続きいただいた場合、お手続きの翌月に初回保険料を振り替えさせていただきます。なお、分割払の場合は初回振替時に
２か月分の保険料を振り替えさせていただきます。（「始期翌月払」の場合を除きます。）
※「始期翌月払」をお選びいただいた場合、お手続きの時期にかかわらず、ご契約期間が始まる月の翌月に初回保険料を振り替えさせていただきます。なお、
分割払の場合は、最終回の振替えがご契約期間終了後となるケースがあります。（お支払方法によっては、「始期翌月払」をお選びいただけない場合が
あります。）

＊ご指定の金融機関により異なります。

8 月 9 月

ご契約期間
の初日

（＝補償の開始日）

26日＊

ご契約の手続き

20日

　 初回保険料の口座振替払
ご契約時に必要な初回保険料を口座振替によってお支払いいただくことができます。
初回保険料の口座振替払をご利用いただくと、ご契約時に現金のご用意は不要です。

分割払はもちろんのこと、
一時払も対象です。

保険料のお支払方法は、口座振替払やご契約後に所定
の振込票によりコンビニエンスストアでお支払い
いただく「コンビニ払」などがあります。
※上記のほか、現金による直接支払やクレジットカード払もあります。
　（クレジットカード払は一部、お取り扱いできない場合があります。）
※ご契約期間が１年未満または１年を超える場合は取扱いが異なります。
※団体扱契約または集団扱契約の場合は給与控除などによる
お支払いとなります。

■主なお支払方法（ご契約期間が1年の場合）

●大口分割払について
ノンフリート多数割引を適用している場合やご契約の保険料が２０万円以上となる場合など、所定の要件を満たすときは、割増のない大口分割払でご契約
いただくことができます。詳しくは、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。
※分割回数を１２回とする場合に限り、口座振替払が可能です。

初回保険料の口座振替日

口座振替払 ○ ○ 原則、分割払は5％の割増を適用します。

コンビニ払 ○ × 一部、お取り扱いできない場合があります。

一時払 分割払（12回） ご注意いただきたい事項

例

15日

5月 6月9回目
▼

10回目
▼

11回目
▼

12回目
▼

▲
車両入替日

口座振替

10,00010,000円 14,00014,000円 14,00014,000円 14,00014,000円

ご契約期間の始まる月が9月のご契約（分割保険料10,000円）において翌年5月に車両入替＊があり、
追加保険料12,000円をお支払いいただく場合

追加保険料12,000円を車両入替日の属する月（5月）の翌月以降の分割残回数で分割します。

分割した追加保険料4,000円を翌月以降の各回の分割保険料に加算し、口座振替します。

12,000円÷3＝4,000円分割追加保険料

10,000円＋4,000円＝14,000円変更後の分割保険料

7月 8月

口座振替
10,000円 14,000円

口座振替
14,000円

口座振替
14,000円

2

1

例

＊車両入替とは、お車を買い替えた場合などに、補償の対象となるお車を変更することをいいます。
※一時払または年払のご契約については、ご契約内容の変更日の翌月に追加保険料を振り替えさせていただきます。
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補償種類（保険金・特約） 内　　　　　容 保険金をお支払いできない主な場合

対人賠償保険 自動車事故により他人を死亡させたり、ケガをさせた場合、法律上
の損害賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき
金額を差し引いた額について、１回の事故につき被害者1名ごとに、
ご契約金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・
裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用＊などもお支払いします。
＊日本興亜損保の同意を得て支出された費用に限ります。

●ご契約者、補償を受けられる方の故意による損害
●戦争、外国の武力行使、革命、内乱、核燃料物質などによる損害
●地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮による損害
●事故の相手方など、第三者との約定により加重された
損害賠償責任による損害
●お車を競技・曲技に使用することまたはこれらを目的
とする場所で使用することによる損害
●次のいずれかの方を死亡させたり、ケガをさせたこと
により、補償を受けられる方に生じた損害
○記名被保険者
○ご契約のお車を運転中の方またはそのご父母、配偶者
もしくはお子様
○補償を受けられる方のご父母、配偶者またはお子様
○補償を受けられる方の業務に従事中の使用人     など

対人臨時費用
保険金

被害者が死亡または３日以上入院された場合は、上記のほかに
１回の事故につき被害者１名ごとに次の保険金をお支払いします。
●死亡された場合…１０万円   
●３日以上入院された場合…２万円

対物賠償保険 自動車事故により他人の財物（自動車、家屋など）をこわした場合、
法律上の損害賠償責任の額について、１回の事故につきご契約
金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・
裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用＊などもお支払いします。
＊日本興亜損保の同意を得て支出された費用に限ります。
※ 自己負担額を設定された場合は、その額を差し引いてお支払いします。
※ 次の事故については、ご契約金額が「無制限」であっても、お支払い
する保険金の額は１回の事故につき10億円を限度とします。
　●「ご契約のお車」または「ご契約のお車が牽

けん

引
いん

中のお車」に業務として
　　積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故
　●航空機に対する事故

●ご契約者、補償を受けられる方の故意による損害
●戦争、外国の武力行使、革命、内乱、核燃料物質などによる損害
●地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮による損害
●事故の相手方など、第三者との約定により加重された
損害賠償責任による損害
●お車を競技・曲技に使用することまたはこれらを目的
とする場所で使用することによる損害
●次のいずれかの方の所有、使用または管理する財物を
こわしたことにより、補償を受けられる方に生じた損害
○記名被保険者
○ご契約のお車を運転中の方またはそのご父母、配偶者
もしくはお子様
○補償を受けられる方またはそのご父母、配偶者
もしくはお子様

など

相手車全損超過
修理費特約

 相手自動車全損時 超過修理費補償特約

対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手自動車の修理費が時価を
超過し、補償を受けられる方がその差額分を負担される場合、差額分の修理
費に過失割合を乗じた額について、５０万円を限度にお支払いします。
※ 事故発生日の翌日から起算して６か月以内に相手自動車が修理された
場合に限ります。
※相手自動車の車両保険などから支払われる保険金が時価を超える場合、
車両保険金と時価の差額についてはお支払いの対象となりません。

他車運転危険
補償特約

ご自身やご家族が他人から臨時に借りた自家用８車種のお車を運転中
（駐車中または停車中を除きます。）に生じた対人・対物・自損・車両
事故について、借りたお車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車
のご契約条件に応じて補償します。
※ 車両事故（借りたお車自体に生じた損害）については、車両保険をご契約の場合に
限り、借りたお車の時価を限度に補償します。

※この特約は、記名被保険者が個人で次のいずれかの場合に自動的にセットされます。
　●ご契約のお車が自家用８車種の場合
　●ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車で、対人賠償

保険または対物賠償保険をご契約の場合
※ ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合は、他人から
借りた二輪自動車または原動機付自転車を運転中の対人・対物・自損事故
について補償します。（車両事故については補償の対象となりません。）

●記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居
のご親族が所有または常時使用するお車を運転して
いる場合
●補償を受けられる方の使用者の業務のために、その
使用者の所有するお車を運転している場合
●補償を受けられる方が役員となっている法人の所有
するお車を運転している場合

など

弁護士費用特約
 弁護士費用等補償特約

自動車事故などにより補償を受けられる方がケガなどをされたり、
自らの財物＊（お車、家屋など）をこわされたことによって、相手方
に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用など
について、1回の事故につき補償を受けられる方1名ごとに、
３００万円を限度にお支払いします。（法律相談料については
１０万円を限度にお支払いします。）
 ＊ 記名被保険者が法人の場合、ご契約のお車およびご契約のお車に
積載中の財物に限ります。

※お支払いの対象となる費用は、日本興亜損保の同意を得て支出
された費用に限ります。

●補償を受けられる方が次のいずれかの方に法律上の
損害賠償請求を行う場合
○記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居
のご親族・別居の未婚のお子様
○自らのご父母、配偶者またはお子様
○自らの使用者（補償を受けられる方が使用者の業務
に従事している場合に限ります。）

●戦争、外国の武力行使、革命、内乱、核燃料物質などによる損害
●地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮による損害
●補償を受けられる方が酒気帯びの状態や無免許など
で運転中に事故が発生した場合 など

SIPの主な補償内容と保険金をお支払いできない主な場合は下記のとおりです。
さらに詳しい内容につきましては「安心ガイド」をご覧ください。また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または日本
興亜損保までお問い合わせください。
〈補償および費用保険金の組合せについて〉
●対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険および車両保険については、必要な補償を組み合わせてご契約いただきます。
　（ご契約内容を「搭乗者傷害保険のみ」とすることはできません。）
●自損事故保険、無保険車傷害保険は対人賠償保険に自動的にセットされます。（ご希望により取り外すことができます。）
●人身傷害補償特約は対人賠償保険と対物賠償保険をご契約いただいた場合、代車費用特約は、車両保険をご契約いただいた場合
　にそれぞれセットすることができます。
●対人臨時費用保険金および全損時諸費用保険金については、ご希望により取り外すことができます。 
●上記以外の特約については、原則ご希望によりセットすることができます。（一部の特約については、所定の要件を満たす場合に限ります。）

■主な補償内容と保険金をお支払いできない主な場合

主な補償内容
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補償種類（保険金・特約） 内　　　　　容 保険金をお支払いできない主な場合

搭乗者傷害保険 ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故＊により亡くなられたり、ケガをされた場合
に、１回の事故につき補償を受けられる方１名ごとに、下記の保険金をお支払いします。
＊ご契約のお車の運行によって生じた事故や運行中の、飛来中・落下中の他物との
衝突などをいいます。

●戦争、外国の武力行使、革命、内乱、
核燃料物質などによる損害・ケガ
●地震・噴火・津波による損害・ケガ
●お車を競技・曲技に使用することまたは
これらを目的とする場所で使用すること
による損害・ケガ
●酒気帯びの状態や無免許などで運転中
に、その本人に生じた損害・ケガ
●補償を受けられる方の故意、重大な過失、
闘争行為、自殺行為または犯罪行為に
よって、その本人に生じた損害・ケガ
●補償を受けられる方の脳疾患・疾病また
は心神喪失によって、その本人に生じた
損害・ケガ（無保険車傷害保険を除きます。）
●極めて異常かつ危険な方法でお車に搭
乗中の方に生じた損害・ケガ

など

〈ご注意〉
搭乗者傷害保険・自損事故保険共通

①死亡保険金をお支払いするにあたって、
　既にお支払いした後遺障害保険金が
　ある場合には、その額を差し引いて
　死亡保険金をお支払いします。
②医療保険金をお支払いするにあたって、
　次のような通院は「治療日数」に
　含めません。
　●回復程度を確認するための通院
　●薬剤や診断書の入手、検査その他
　医師によるケガの治療行為を
　伴わない通院

死亡保険金
後遺障害保険金

事故発生日からその日を含めて１８０日以内に亡くなられた場合は、ご契約金額の
全額、後遺障害が生じた場合は、ご契約金額の４％から１００％をお支払いします。

医療保険金
（一時金払）

治療日数が５日以上となった場合、１０万円をお支払いします。ただし、ケガの内容
が下表に該当する場合は、それぞれに定める額をお支払いします。（治療日数が
１日から４日の場合は、ケガの内容にかかわらず、１万円をお支払いします。）

ケガの内容 医療保険金
手指を除く部位の骨折または脱臼

30万円眼および手指を除く部位の神経損傷または神経断裂
手指を除く部位の腱、筋または靭帯の断裂
手指を除く上肢または下肢の欠損または切断

50万円眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷
胸部または腹部の臓器の破裂または損傷
脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫、頸髄損傷または脊髄損傷 100万円
※同一の事故により複数のケガをされた場合は、それぞれのケガの内容に応じた医療
保険金のうち、最も高い金額をお支払いします。

「医療保険金」の
2倍支払特約 上記医療保険金（一時金払）について、通常の２倍の金額をお支払いします。

医療保険金
（日数払）
に関する特約

事故発生日からその日を含めて180日を経過するまでの期間を限度に、医師の
治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対して、1日につき
ご契約の入院保険金日額または通院保険金日額をお支払いします。
※通院治療日数は90日を限度とします。
※この特約をセットされた場合、医療保険金（一時金払）はお支払いしません。

死亡・後遺障害
のみ補償特約

搭乗者傷害保険でお支払いする保険金を死亡保険金および後遺障害保険金に
限定します。（この特約をセットされた場合、医療保険金はお支払いしません。）

自損事故保険 ご契約のお車に搭乗中の方やご契約のお車の保有者が自動車事故＊により亡くな
られたり、ケガをされた場合で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、
１回の事故につき補償を受けられる方１名ごとに、下記の保険金をお支払いします。
＊  ご契約のお車の運行によって生じた事故や運行中の、飛来中・落下中の他物との
衝突などをいいます。

※人身傷害補償特約をセットされた場合は、この保険による保険金のお支払いはあり
ません。

死亡保険金
後遺障害保険金

亡くなられた場合は、１，５００万円、後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて
５０万円から２，０００万円をお支払いします。

介護費用保険金 重度の後遺障害が生じ、かつ、介護を要すると認められる場合は、２００万円を
お支払いします。

医療保険金 入院または通院された場合、治療日数１日につき入院６，０００円、通院４，０００円
をお支払いします。（１回の事故につき補償を受けられる方１名ごとに、１００万円
を限度とします。）

無保険車傷害保険 保険を契約していない車との事故などで、ご契約のお車に搭乗中の方が亡くなら
れたり、後遺障害が生じた場合で、相手から十分な補償を受けられないときに、補償を
受けられる方１名ごとに、ご契約金額＊を限度に保険金をお支払いします。
 ＊この保険のご契約金額は対人賠償保険と同額となります。ただし、対人賠償保険の
ご契約金額が「無制限」の場合は２億円となります。
※記名被保険者が個人の場合、ご自身やご家族については、ご契約のお車に搭乗中
以外のときも対象となります。

※人身傷害補償特約で保険金をお支払いできる場合は、その金額を超過した部分に
ついてのみ、この保険から保険金をお支払いします。

人身傷害補償特約 ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故＊により亡くなられたり、ケガをされた
場合に生じる逸失利益や治療費などについて、１回の事故につき補償を受けら
れる方１名ごとに、ご契約金額を限度に保険金をお支払いします。
 ＊ ご契約のお車の運行によって生じた事故や運行中の、飛来中・落下中の他物との
衝突などをいいます。

※損害額の認定は、安心ガイドに記載している基準に従い日本興亜損保が行います。
そのため、裁判や示談による認定額と異なる場合があります。
※相手から既に受領済の賠償金や労働者災害補償制度によって既に給付が決定した
金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いてお支払いします。

※ケガの治療を受ける際は、健康保険などの公的制度をご利用ください。
※重度の後遺障害が生じた場合（神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
常に介護が必要な状態などをいいます。）には、ご契約金額の２倍を限度にお支払いします。

人身傷害に
関する自動車
危険補償特約

人身傷害補償特約で補償の対象となる事故を「ご契約のお車に搭乗中の自動車事故」
だけでなく「他のお車に搭乗中の自動車事故」や「歩行中など車外での自動車事故」
などに拡大します。
※この特約で補償の対象となる事故は、自動車の運行によって生じた事故や運行中の、
飛来中・落下中の他物との衝突などとなります。

※この特約により拡大した補償範囲の事故で補償を受けられる方は、ご自身やご家族
に限ります。

●記名被保険者、その配偶者またはこれら
の方の同居のご親族が所有または常時
使用する他のお車に搭乗中の場合
●別居の未婚のお子様が、自ら所有または
常時使用する他のお車を運転し、補償を
受けられる方が、そのお車に搭乗中の場合
●補償を受けられる方が、自らの使用者
の業務のために、その使用者の所有する
他のお車を運転している場合　　 など

＜他のケガや後遺障害、病気の影響について＞
事故によりケガをされた場合に、既に存在していたケガや後遺障害、病気の影響または事故によりケガをされた後で、その事故と関係なく発生した別の
ケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。

■搭乗者傷害保険　■自損事故保険
■無保険車傷害保険　■人身傷害補償特約

共通

主
な
補
償
内
容 
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補償種類（保険金・特約） 内　　　　　容 保険金をお支払いできない主な場合

車両保険 衝突や盗難＊などの偶然な事故によりご契約のお車に損害が生じた場合、修理費
などについてご契約金額を限度に保険金をお支払いします。車両保険の種類には
「一般条件」のほか、補償範囲を限定した「車対車＋限定危険」などがあります。
（補償範囲の相違についてはこのパンフレットのＰ7をご覧ください。）
 ＊ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合、盗難事故については
補償の対象となりません。

※自己負担額を設定された場合は、その額を差し引いてお支払いします。（ご契約のお車
が全損となった場合は、自己負担額を差し引かずにお支払いします。）
※ご契約金額が事故時の時価を著しく超える場合は、事故時の時価をご契約金額とみなし
て保険金をお支払いします。（車両価額協定保険特約がセットされている場合）
※ 事故によってご契約のお車が自力で走行できなくなった場合は、事故発生地からお客様
が指定する修理工場までの運搬や、修理完了後のお車を自宅などまで納車または引き取る
ために必要な費用についても、ご契約金額の１０％または１５万円のいずれか高い額を
限度にお支払いします。

●故障損害
●ご契約者、補償を受けられる方または
保険金を受け取るべき方の故意または
重大な過失による損害
●お車を競技・曲技に使用することまたは
これらを目的とする場所で使用すること
による損害
●お車に定着されていない付属品の単独
損害（火災による損害は、お支払いの
対象となります。）
●タイヤの単独損害（火災・盗難による
損害は、お支払いの対象となります。）
●お車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、
さびその他自然の消耗による損害
●戦争、外国の武力行使、革命、内乱、
核燃料物質などによる損害
●地震・噴火・津波による損害
●酒気帯びの状態や無免許などで運転中
に生じた損害
●法令などにより禁止されている改造を
行った部分品および付属品に生じた損害

など

全損時諸費用
保険金

ご契約のお車が全損となった場合に、ご契約金額の１０％（２０万円限度）をお支払い
します。
※ ご契約のお車が自家用8車種（レンタカーを除きます。）の場合など、車両価額協定保険
特約がセットされているご契約に限ります。

新車特約
 車両新価保険特約

ご契約のお車の修理費が新車価格（協定新価保険金額）の５０％以上＊または
全損となった場合、実際にかかるお車の再購入費用（車両本体価格＋付属品＋消費税）
または修理費について協定新価保険金額を限度にお支払いします。また、所定の
要件を満たす場合、臨時費用保険金をお支払いします。
 ＊内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合に限ります。
※事故発生日の翌日から起算して６か月以内に代替のお車を再取得またはご契約の
お車を修理された場合に限ります。
※盗難事故については、この特約の対象となりません。（盗難後にご契約のお車が発見された
場合は対象となります。）
※この特約により臨時費用保険金をお支払いする場合、全損時諸費用保険金はお支払い
しません。
※この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、セットすることができます。
　●ノンフリート契約でご契約のお車が自家用8車種であること。
　● ご契約期間の始まる月が初度登録（検査）年月の翌月から起算して25か月以内で
あること。

　● 満期日の属する月が初度登録（検査）年月の翌月から起算して37か月以内である
こと。

車両全損超過
修理費特約
  車両全損時超過
  修理費補償特約

車両保険金のお支払いの対象となる事故において、修理費がご契約金額を超過
した場合、超過した修理費について５０万円を限度にお支払いします。
※事故発生日の翌日から起算して６か月以内に修理された場合に限ります。
※この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、セットすることができます。
　●車両価額協定保険特約がセットされていること。
　● ご契約期間の始まる月が初度登録（検査）年月の翌月から起算して25か月を超えて
いること。

地震･噴火･津波
危険車両全損時
一時金特約

地震・噴火・津波により、ご契約のお車のフレーム、サスペンション、原動機などに
所定の損害が生じた場合やご契約のお車が流失または埋没し発見されなかった場合、
運転席の座面を超えて浸水した場合などに、５０万円（車両保険のご契約金額が
５０万円未満の場合は車両保険のご契約金額と同額）を一時金としてお支払いします。
※この特約は、車両保険の種類が「一般条件」のご契約にセットすることができます。
　ただし、二輪自動車や原動機付自転車など一部のお車のご契約にはセットできません。

●ご契約者、補償を受けられる方または
ご契約のお車の所有者の故意または
重大な過失による損害
●戦争、外国の武力行使、革命、内乱、
核燃料物質などによる損害

など

主
な
補
償
内
容 
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補償種類（保険金・特約） 内　　　　　容 保険金をお支払いできない主な場合

そ
の
他
の
補
償・
特
約

代車費用特約
 事故代車費用補償   
特約（実損支払）

車両保険金のお支払いの対象となる事故によりご契約のお車が使用できなくなった
場合に、お車の修理期間中または買替えまでの間に発生したレンタカーなどの代車
費用について「ご契約の日額×利用日数」を限度に実際のご負担額をお支払いします。
（お支払いの対象となる期間は「代車のご利用開始日からその日を含めて３０日」
かつ「事故発生日などの翌日から起算して６か月以内」を限度とします。）
※自己負担額を設定された場合は、その額を差し引いてお支払いします。

車両保険と同じです。

積載動産
損害補償特約
（個人用）

偶然な事故により、ご契約のお車の室内・トランク内などに積載している個人所有
の動産（ゴルフバッグ・キャンプ用品など）がこわれた場合や盗難＊にあった場合に
３０万円を限度に保険金をお支払いします。
＊キャリアやルーフボックスなど車室外積載装置に固定または収納された動産については、
ご契約のお車と同時に盗難にあった場合に限り補償します。なお、車両盗難不担保特約
をセットされている場合は、積載動産の盗難についても補償の対象となりません。

●故障損害
●戦争、外国の武力行使、革命、内乱、
核燃料物質などによる損害
●地震・噴火・津波による損害
●お車を競技・曲技に使用することまたは
これらを目的とする場所で使用すること
による損害
●保険の対象に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、
さびその他自然の消耗に該当する損害
●酒気帯びの状態や無免許などで運転中
に、運転者本人の持ち物に生じた損害
●通貨、クレジットカード、プリペイドカード、
宝石、携帯電話、ノートパソコン、コンタクト
レンズ、眼鏡などに生じた損害　　　など

ファミリーバイク
特約

ご自身やご家族が原動機付自転車を使用中に生じた対人・対物・自損事故について、
原動機付自転車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車のご契約条件に応じて補償
します。また、搭乗中のケガを人身傷害補償特約で補償するタイプもあります。
※原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。
※他人から臨時に借りた原動機付自転車を使用中の事故も補償の対象となります。

［対人賠償保険・対物賠償保険］
●補償を受けられる方の使用者が所有
する原動機付自転車を、その使用者
の業務のために補償を受けられる方
が運転中に生じた損害

など

日常生活
賠償責任
補償特約

日本国内・国外を問わず、日常生活での偶然な事故（自動車事故を除きます。）に
より、ご自身やご家族が他人にケガなどをさせたり、他人の財物をこわした場合、
法律上の損害賠償責任の額について保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・
裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用＊などもお支払いします。
 ＊ 日本興亜損保の同意を得て支出された費用に限ります。
※ご契約金額は「無制限」となります。また、日本国内で発生した事故に限り、日本興亜
損保が相手方との示談交渉を行います。

●戦争、外国の武力行使、革命、内乱、
核燃料物質などによる損害
●地震・噴火・津波による損害
●借りた物や預かった物をこわした場合に、
その持ち主などに対して負担する損害
賠償責任
●航空機、船舶、車両＊の所有、使用、管理
に起因する損害賠償責任
　＊ 主たる原動力が人力であるものやゴルフ場
敷地内におけるゴルフカートなどによる事故
はお支払いの対象となります。

●補償を受けられる方の同居のご親族に
対する損害賠償責任 など

臨時代替自動車
補償特約

ご契約のお車が整備、修理、点検などのために整備工場などの管理下にあって
使用できない間に、ご契約のお車の代替として借りたお車を使用中に生じた、
対人・対物・自損・無保険車傷害・搭乗者傷害・人身傷害・車両事故について、借りた
お車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車のご契約条件に応じて補償します。
※ 車両事故（借りたお車自体に生じた損害）については、車両保険をご契約の場合に限り、
借りたお車の時価を限度に補償します。

※ この特約は、次のいずれかのご契約に自動的にセットされます。
　● 記名被保険者が法人のノンフリート契約（対人賠償保険または対物賠償保険を
ご契約の場合に限ります。）

　●フリート契約
　●「リースカーに関する特約」がセットされている契約

ご契約のお車による事故で保険金をお
支払いできない場合と同じです。

主
な
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用　　　語 ご　説　明

い 逸失利益 事故がなければ得ていたはずの将来の収入・利益をいいます。

か
解除（解約） ご契約者または日本興亜損保からの意思表示によって、ご契約期間の中途でご契約を終了させることをいい

ます。なお、ご契約者からの意思表示による解除を解約ともいいます。

過失割合 相手がいる事故において、事故が発生した原因に対するお客様と相手方の責任（過失）の割合をいいます。

き 危険物 「道路運送車両の保安基準（国土交通省令）」に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは可燃物または「毒物
及び劇物取締法」第２条に定める毒物もしくは劇物をいいます。

け 原動機付自転車
道路運送車両法で定める「原動機付自転車」をいい、原動機の総排気量が１２５ｃｃ以下または定格出力が
１．００キロワット以下の二輪車や原動機の総排気量が５０ｃｃ以下または定格出力が０．６キロワット以下の側車付
二輪または三輪以上の車両をいいます。

こ

ご契約期間【保険期間】 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。

ご契約金額【保険金額】 ご契約いただく保険で保険金をお支払いする事故が生じた場合に、日本興亜損保がお支払いする保険金の額
または限度額をいいます。

ご契約者【保険契約者】 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。

ご契約のお車【契約自動車】 ご契約いただく保険で補償の対象となるお車をいいます。

ご契約のお車の所有者
ご契約のお車の所有権を有する方をいい、原則として車検証の所有者欄などに記載されている方になります。
なお、所有権留保条項付売買契約によるご購入の場合はその買主、1年以上を期間とする賃貸借契約により
借り受けたリースカーの場合はその借主を車両所有者とみなします。

ご自身【記名被保険者】 ご契約のお車を主に使用される方をいいます。

ご自身やご家族

次の方をいいます。
○記名被保険者
○記名被保険者の配偶者
○記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
○ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子様

ご自身や同居のご家族

次の方をいいます。
○記名被保険者
○記名被保険者の配偶者
○記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族

し

時　価 ご契約のお車または相手自動車と同じ車名・型式・年式で同じ損耗度のお車の市場販売価格相当額をいいます。

自家用8車種

用途車種が次のお車をいいます。
○自家用普通乗用車
○自家用小型乗用車
○自家用軽四輪乗用車
○自家用小型貨物車

○自家用軽四輪貨物車
○自家用普通貨物車（最大積載量0.5t以下）
○自家用普通貨物車（最大積載量0.5t超2t以下）
○特種用途自動車（キャンピング車）

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。

自己負担額【免責金額】 ご契約いただく保険で保険金をお支払いする事故が生じた場合に、ご契約者または補償を受けられる方に
自己負担いただく額をいいます。

新　価 ご契約のお車と同じ車名・型式の新車の市場販売価格相当額をいいます。

せ 全　損
お車を修理できない場合または修理費がご契約金額（「車両価額協定保険特約」がセットされていない場合は
事故時の時価）以上となった場合をいいます。なお、盗難にあい発見されなかった場合を含みます。
ただし、「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」においては、日本興亜損保が定める損害とします。

ち 治療日数 医師による治療のために病院または診療所に入院または通院した日数をいいます。

と

同居のご親族 同一の家屋に住んでいる「６親等内の血族」「３親等内の姻族」をいいます。

搭乗中 お車の正規の乗車装置またはその装置のある室内（隔壁などにより通行できないように仕切られている場所
を除きます。）に搭乗中のことをいいます。

特　約 普通保険約款の内容を補充・変更・限定する内容を定めたものをいい、ご契約内容により、自動的にセット
されるものと、ご希望によりセットできるものがあります。

は 配偶者 婚姻届を行った配偶者に限らず、内縁関係の配偶者を含みます。

ふ 普通保険約款 ご契約いただく保険の標準的なご契約内容などを定めたものをいいます。

へ 別居の未婚のお子様 記名被保険者またはその配偶者のいずれとも別居している、婚姻歴のないお子様をいいます。

ほ
保険年度

初年度はご契約期間の初日から１年間、２年度目以降については、それぞれのご契約期間の初日の応当日
から１年間をいいます。
なお、最終年度については、その期間が１年未満であっても１保険年度とします。

補償を受けられる方【被保険者】 ご契約いただく保険の補償を受けられる方をいいます。

よ 用途車種
用途： 自動車の使用形態の区別をいい、自家用・営業用（事業用）があります。
車種： 自動車の種類の区別をいい、普通乗用車・小型乗用車・普通貨物車・小型ダンプカー・バスなどがあります。
なお、用途車種の区分は、ナンバープレートの表示などに基づいて日本興亜損保が定める区分によります。

●用語のご説明（50音順）

※【　】の用語は安心ガイド上の正式名称です。

主
な
補
償
内
容 
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〈ご契約にあたってご注意いただきたいこと〉
●補償を受けられる方がご契約者と異なる場合は、補償を受けられる方にも
このパンフレットをご覧いただきますよう、ご契約者よりお伝えください。
●ご契約時に保険料をお支払いいただいた際は、日本興亜損保所定の保険料
領収証を交付いたしますので、お確かめください。

●保険証券または保険契約継続証は大切に保管してください。なお、
ご契約後1か月を経過しても保険証券または保険契約継続証が届かない
場合は、最寄りの日本興亜損保までお問い合わせください。（Web確認
割引を適用したご契約を除きます。）

●ご契約期間中に、保険料の改定や割増引制度の新設・改定などを行った
場合でも、ご契約期間の初日時点における保険料率を適用いたします
ので、保険料は変更いたしません。また、これらの改定は予告なく実施
することがありますので、あらかじめご了承ください。

〈クーリングオフについて〉
ご契約期間が1年を超えるご契約において所定の要件を満たす場合は、
お申込みの撤回または解除を申し出ることができるクーリングオフ制度があり
ます。詳細は重要事項説明書に記載の「クーリングオフ説明書」をご覧ください。
〈事故があった際のお手続きについて〉
この保険で補償の対象となる事故が発生した場合は、ただちに事故の状況や
ケガの程度などを取扱代理店または事故受付センター（0120-258-
110）までご連絡ください。その後、取扱代理店または日本興亜損保から
保険金のご請求に関するご案内をいたします。
なお、相手方との示談交渉や事故車両の修理に着手される場合は、必ず事前
に日本興亜損保の承認を得てください。承認前に着手された場合、保険金
の一部または全部をお支払いできないことがあります。
※ ただちにご連絡をいただけなかったことによって生じた損害につきましては、保険金の
お支払いの対象とならない場合がありますのでご注意ください。

その他のご注意事項

2 2

契
約
概
要

～私たちが、未来に今できること～
日本興亜損保では、環境に優しい「エコ安全ドライブ」を
推進しています。

ご連絡窓口　（おかけまちがいにご注意ください。）
●日本興亜損保の保険に関する苦情・ご相談窓口

[受付時間：平日の9：00～20：00/土日、祝日の9：00～17：00］
（12/31～1/3を除きます。）

●事故が発生した場合のご連絡先
万が一、事故が発生した場合は、ただちに取扱代理店または次の「事故
受付センター」までご連絡ください。
〈事故受付センター〉　０１２０-２５８-１１０

〈お客様サポート室〉　0120-919-498

[受付時間：24時間×365日] じ こ は 1 1 0 番

商品の種類1
適用される普通保険約款は「一般自動車総合保険普通保険約款」、保険
種類は「SIP（エス・アイ・ピー）」となります。

主な引受条件など2
（1）記名被保険者

記名被保険者は、ご契約のお車を主に使用される方１名または1法人
とします。なお、記名被保険者は対人賠償保険、対物賠償保険および
人身傷害補償特約などの補償を受けられる方の範囲や保険料など
を決めるための重要な事項ですので、正確にお申し出ください。

（2）補償の対象となる運転者の範囲
運転者限定特約（割引）および運転者年齢条件の設定方法に
つきましては、このパンフレットのＰ１１をご覧ください。なお、
運転者限定特約により限定した運転者の範囲外の方や年齢条件
を満たさない方が運転中の事故については、原則として保険金を
お支払いできません。

（3）ご契約のお車
①ご契約のお車の所有者
ご契約のお車の所有者につきましては、自動車検査証の所有者欄
などでご確認ください。なお、所有権留保条項付売買契約に
よるご購入の場合はその買主、1年以上を期間とする賃貸借
契約により借り受けたリースカーの場合はその借主をご契約の
お車の所有者とみなします。
②ご契約のお車の登録番号、車台番号、型式、用途車種
ご契約のお車の登録番号や車台番号はお車を特定するための、
また、型式や用途車種＊は保険料を算出するための重要な項目です
ので、自動車検査証などでご確認ください。
＊ ダンプ装置がある場合や「車いす移動車」など、ご契約上の用途車種が
自動車検査証などの「用途」および「自動車の種別」と異なる場合が
あります。

●ご契約のお車に関する割引について

ご契約のお車の用途車種、初度登録（検査）年月、燃料の種類など
により、「新車割引」や「エコカー割引」などが適用となる場合があり
ます。詳しくは、このパンフレットのＰ１２をご覧ください。

（4）ご契約期間
ご契約期間は原則として１年間ですが、１年未満または１年を超え
るご契約とすることもできます。なお、実際のご契約期間につきま
しては契約申込書にてご確認ください。

（5）ご契約金額
対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険、車両保険および
一部の特約については、ご契約金額をお決めいただきます。なお、
実際のご契約金額につきましては契約申込書にてご確認ください。

商品の仕組みと補償内容など3
SIPは主に「相手方への賠償」「ご自身やご家族・同乗者の補償」および
「お車の補償」の3つの補償から構成されており、必要な補償を組み
合わせてご契約いただきます。
主な補償内容やセットできる主な特約および保険金をお支払いできな
い主な場合につきましては、このパンフレットのＰ１7からＰ20をご覧
ください。また、詳しくは、「安心ガイド」をご覧ください。

保険料4
保険料は、記名被保険者の年齢、ご契約のお車の型式、用途車種、ご契約
金額、ノンフリート等級および事故有係数適用期間などにより決定します。
具体的な保険料につきましては、取扱代理店または日本興亜損保まで
お問い合わせください。なお、実際にお支払いいただく保険料は契約
申込書にてご確認ください。

割引制度5
このパンフレットのＰ１2をご覧ください。

保険料のお支払方法 6
このパンフレットのＰ１6をご覧ください。

解約返れい金 7
ご契約を解約される場合には、取扱代理店または日本興亜損保にお申
し出ください。解約に際しては、原則、月割計算により、既に経過し
たご契約期間に対する保険料と既にお支払いいただいた保険料に応じ
て、保険料を返還またはご請求させていただきます。なお、既にご契約の
お車を廃車された場合などであっても、解約日はお申し出日以降にな
りますのですみやかにお申し出ください。
※ ご契約や解約の条件によっては、解約時の追加・返還保険料が日割計算とな
る場合があります。詳しくは、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合
わせください。

満期返れい金・契約者配当金 8
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただいたうえで、お申し込み
ください。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは、「安心ガイド」をご覧ください。
また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。
※お客様が自ら所有し、かつ、使用されるお車のご契約台数が１０台以上（他の保険会社でのご契約台数を含みます。）となる場合は、お取扱い
が異なる部分がありますので、詳細につきましては、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。

契約概要の
ご説明



●お申込み・お問合せは下記の取扱代理店まで

11-31-6001-Q1   2013.1  改廃  200,000  LC12-0458

〒100-8965 東京都千代田区霞が関3-7-3
お客様サポート室　0120-919-498
受付時間：平日の9:00～20:00/土日、祝日の9:00～17:00

（12/31～1/3を除きます。）
ホームページアドレス　http://www.nipponkoa.co.jp

●ケガ人がいる場合は必要に応じて救急車を呼んでください。
●軽いケガでも必ず病院で診察を受けてもらうようにします。

●二重事故を防ぐために事故車両を安全な場所へ移動します。
●三角表示板などにより、後続車に事故車両があることを知らせます。

●どんなに小さな事故であっても、必ず警察に連絡し、事故の届出を行います。

●相手の名前や連絡先、事故状況、目撃者などを確認し、メモしておきます。
　※事故の当事者間で賠償に関する約束などは絶対にしないでください。

●事故現場や相手の名前、連絡先をできる限り詳しくお知らせください。おかけまちがいにご注意ください。

●事故受付センター  日本全国24時間×365日0120-258-110
じこは           110番

※ このパンフレットは「一般自動車総合保険（SIP）」および各種特約ならびにサービスの概要を説明したものです。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は「安心ガイド」をご用意
しておりますので、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。（「安心ガイド」は日本興亜損保のホームページでもご覧いただくことができます。）
※ ご契約に際しては重要事項説明書の「契約概要のご説明」および「注意喚起情報のご説明」を必ずお読みください。また、「ご契約内容がご希望に沿っていること」
「保険料の算出に関わる事項が正しいこと」を確認させていただきますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
※ 取扱代理店は、日本興亜損保との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、日本興亜損保と直接契約されたものとなります。
※ご契約手続きその他ご不明な点につきましては、取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。

もし、事故が起こったら 万が一、事故が起こってしまった場合でも、あわてず落ち着いて次の措置をおとりください。
1  ケガ人の救護

2  事故車両を安全な場所へ

3  警察への届出

4  相手や事故状況目撃者の確認

5  
取扱代理店または

　  日本興亜損保へ
　   事故報告

6  
事故車両を

　  ディーラーや
　  整備工場へ

〈お客様サポート室〉0120-919-498 [受付時間：平日の9：00～ 20：00/土日、祝日の9：00～ 17：00（12/31～ 1/3を除きます。）]
日本興亜損保の保険に関する苦情・ご相談窓口 （おかけまちがいにご注意ください。）

ご連絡窓口

日本興亜損保が示談交渉サービスを行う場合も、被害者のお見舞いなど、誠意を尽くしていただくことが早期の円満解決に欠かせませんので、ご協力をお願いいたします。
「くるまの安心サービス」の詳細につきましては、別途ご用意しております「くるまの安心サービス」チラシをご覧ください。

事故現場においてお客様に「まず行っていただきたいこと」や応急処置方法について、簡潔にわかりやすく
ご案内しております。
また、「事故対応サービス」や「くるまの安心サービス」の概要などもご紹介しております。緊急時のために、
日本興亜損保への連絡先をお気に入りに登録（ブックマーク）していただくことをおすすめします。

アクセスは次のURLまたは
二次元バーコードから
http://nipponkoa.mobi/

日本興亜損保モバイル　携帯電話版オフィシャルサイトのご案内

● お車の損傷が大きく自走できない場合は、「くるまの安心サービス」までご連絡ください。（ご契約内容によっては無料サービスの
対象とならない場合がありますのでご注意ください。）おかけまちがいにご注意ください。

●事故も故障も安心！  日本全国24時間×365日0120-040-546
ゼロヨンゼロ コ

●
シ
●
ョウモム

●
リョウ

日本興亜損保の事故防止サービス ～ スマートフォンアプリで安全運転をサポート！ ～

機能１ 前方車両接近アラート/前方車両発進お知らせ
前方映像や位置情報により、スマートフォンが車間距離を分析し、前方
車両の接近や発車検知時に、音と声でお知らせします。

機能２ 安全運転診断
スマートフォンが感知した揺れや位置情報などにより、速度・急操作・車間
距離などに関する安全運転診断を実施します。

機能３ ドライブレコーダー
運転中に急ブレーキや衝突などの衝撃を感知した際に、衝撃の前後各10秒間
（最長）の前方映像を自動的に録画します。手動での録画も可能です。

機能４ 走行履歴
走行したルートや速度、急ブレーキ・急アクセルなどの操作、車間距離が
不足していた区間などを記録し、地図上に表示します。

機能５ トラブル解決術
もしも、パンクしてしまったら…そんなトラブルの対処法を専門家が
アドバイスします。高速道路のPA・SAなどの周辺施設に関連した情報を通知
するトラブラナイザーもあります。

機能６ 緊急連絡先
日本興亜損保や損保ジャパンの事故受付などの連絡先、警察や救急の緊急
連絡先を掲載しています。スマートフォンからそのまま電話することが
できます。

※ご利用にはスマートフォンをダッシュボードに固定するホルダー（クレイドル）が必要です。また、設置の際は、エアバッグの作動や、運転の妨げにならない場所へしっかり固定してください。
※本アプリは安全運転を補助するものであり、事故を直接防ぐものではありません。
※詳しい利用方法などはアプリの説明画面をご確認ください。

App Storeで「Safety Sight」と検索してください。

Google Playで「Safety Sight」と検索してください。
 ご利用環境:iPhone4,4S ／ iOS4.1以上

 ご利用環境: 機種によりご利用いただけない場合があります。
対応機種については、ダウンロードページにてご確認ください。

iPhone

Android携帯無料
アプリ！


