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「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」付帯サービス

安全なカーライフを楽しむためのサービス

［ドライビング］

ドライブレコーダーを活用した、保険会社ならではのサービスです。
運転に自信がない方、
ご自身のカーライフをもっと安全に楽しみたい方のための
通信機能付き多機能ドライブレコーダーを活用した、
自動車保険の安全運転支援サービス。
それが
「DRIVING!（ドライビング!）」です。
免許を取得したばかりの方、
加齢による運転技術の衰えが気になる方など、
運転に不安はあるけれど、仕事や生活上の理由でクルマが手放せない方も多いはず。
また、特に問題は感じていないけれど、
ご自身の運転技術を客観的に見るとどうなんだろうと
気になる方もいるでしょう。
「DRIVING!」はそんなあなたのために、
運転中のサポートと、
運転後のメンテナンスで安全運転の好循環を作り出します。
さらに、
もしもの事故時も安心の機能を兼ね備えた、
安全で楽しいカーライフをサポートするためのサービスです。

こんな方へオススメします！

ご自身を含め、ご家族の安全運転のための
良いサービスを探している
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交通事故のニュースを

自分の不注意でヒヤリとした

年齢とともに自分の

怖いと思う

または、された経験がある

運転技術に衰えを感じる

もしも事故にあわれた時
対応に不安がある

ドライブレコーダーを
使ってみたい、興味がある

運転歴が浅い、または
運転に自信がない
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運転中のサポート機能
｢DRIVING!」の専用ドライブレコーダーは運転中の映像記録はもちろん、
走行距離・時間やヒヤリハットが起きた場所など、さまざまな運転データを常に記録しています。
また、運転中に車間距離がつまって追突の危険を感知した際にドライバーに注意喚起する
車間アラート機能も搭載しています。
危ない運転を防ぎながら、もしもの時に役立つデータを正確に記録し、
運転中の安全と安心をサポートする機能です。

高性能ドライブレコーダー

車間アラート機能

高画質録画により、
標識やナンバープレートなどの情報もはっきり
と記録が可能。
映像だけでなく、
撮影日時や地図上の走行経路な
どさまざまなデータを記録するため、運転後の細かい振り返り
や、
万一の事故発生時には事故状況を確認することも可能です。

前 方 車 両との車間距 離が一定 以下になると、ドライブレコー
ダーが衝突の危険を感知してアラートを鳴らし、ドライバーに注
意喚起します。
（注）お申込み後に車両の高さの登録が必要になります。

（注）録画映像はパソコンでご確認いただけます。

衝突の
危険あり
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もしもの時の事故対応サポート
現場の安全確保、救急車の手配や警察への連絡、
事故相手への対応など
事故発生時は対応しなければならないことが多く、
事故の経験がない人ほど何をすればいいかわからず不安になってしまうもの。
「DRIVING!」なら、
もしもの事故にあわれた場合にご家族や損保ジャパンなどへ
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簡単に連絡することができ、
必要に応じてALSOKのガードマンが不安なあなたの元へ急行、
事故対応をサポートします。
事故発生時のお手間と不安を取り除き、ご家族にも安心をお届けします。

事故発生時の自動通報、手動通報
事故発生時、
自動的にまたは手動で、
損保ジャパンやあらかじ
め登録したご家族の方に事故が発生したことを通知します。
また、
運転候補者の方へ送信されるショートメッセージから、
ロードアシスタンスやその他のサービスを依頼することがで
きます。
スマートフォンをお使いの場合は通報時の映像をその
場で確認することも可能です。
（注）車両同士の衝突事故相当の強い衝撃を検知した場合に、自動通
報が行われます。重大事故が懸念されるような非常に大きな衝
撃を検知した場合は損保ジャパンからご契約者さまへお電話さ
せていただく場合もございます。強い衝撃が発生しないような
事故の場合は、
緊急通知ボタンを活用した手動通報が可能です。

ALSOKかけつけ安心サービス
全国2,400の拠点から、ALSOKのガードマンが24時間い
つでも現場へ急行。安全確保や救急車の手配、事故のお相手
からのヒアリングなど、事故時に必要な初期対応を不安なあ
なたに代わって冷静かつ親身に対応します。
（注）お客さまの携帯電話のGPS 機能を活用して、事故現場にいる運
転候補者（事前に登録いただいた携帯電話）からのみ依頼する
ことが可能です。

自動車専用道路（有料道路を含みます。）、山間部または
島しょ部など一部駆けつけできない場所があります。
なお、
サービス対象エリアは損保ジャパン過去５年間の事故地点の約
98％（※）をカバーしています（2017年9月現在）。
（※）全国平均です。
都道府県によっては平均より低い地域があります。
（注）サービス対象エリアは、ALSOKのガードマンが事故現場に概ね
30分以内に駆けつけられる場所としているため、30分以上かか
ると見込まれるエリアはサービス対象外となります。

事故対応時における動画の活用
自動通報時にはドライブレコーダーが撮影した事故時の映像
が損保ジャパンに自動送信され、
映像を活用し事故対応を行
います。また、付属の専用SDカードを使ってパソコン上で動
画の閲覧や、
損保ジャパンへの送信も可能です。
（注1）SDカードの記録時間は最大10時間で、上書き保存が繰り返さ
れます。
（注2）運転候補者の方へ送信されるショートメッセージ内のURLを
クリックいただくと、損保ジャパンの事故担当者が事故を認識
し、動画を確認することができるようになります。
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運転後のセルフメンテナンス
ドライブレコーダーが収集したデータを分析し、
お客さまの運転のクセを可視化した、
「運転診断レポートRodeco
（ロデコ）」を毎月更新。
ドライバーズページ（お客さま専用ウェブページ）
からいつでもチェックできます。
また、自宅のパソコンで簡単にできるトレーニングコンテンツをご用意しました。
毎月のレポートとセルフトレーニングを、
運転技術向上にお役立てください。

運転診断レポートRodeco ［ロデコ］
運転時のブレーキのタイミングや、ハンドル操作など、ドライブレ
コーダーからあなたの運転データを収集します。分析結果は運転
診断レポートRodecoとして毎月更新され、ドライバーズページか
ら確認できます。
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ドライバーズページで振り返る
運転後はドライバーズページでご自身の運転を振り返ってみましょう。
ドライブレコーダーが収集した走行データの総合結果を、グラフや数字で確認できるほか、
トレーニングコンテンツなどが用意された、あなた専用のページです。

ドライブレコーダーによる
走行データの蓄積
ドライブレコーダーが毎月の走行データを
記録し、
情報センターで運転結果を分析。
「運転診断レポートRodeco（ロデコ）」を
毎月作成します。

ドライバーズページで結果を確認
ユーザーIDとパスワードで管理された、
「DRIVING!」のドライバーズページにロ
グインし、
「 運 転診 断レポートRodeco
（ロデコ）」で月次・年次の総合的な情報
やリアルタイムの情報を確認することが
できます。

運転技術のレベルがわかる！
運転データの分析結果を総合評価や評
価 項目ごとに点 数で見える化していま
す。同年代のドライバーと点数を比較す
ることもでき、お客さまの運転技術のレ
ベルを客観的に判断できます。

このほか、
「改善ポイントのアドバイス」
「
、要注意ポイント・場所をお知らせ」
「
、事故・逆走の多発地点チェック」
など、
様々な項目や情報がドライバーズページでご確認いただけます。

脳の働きをチェック！

専用ビューアによる走行映像の
確認

国立長寿医療研究センター提供による認知機能チェック

ドライブレコーダーに付属されているSDカードから、走行

コンテンツです。

映像を確認することができます。

注意・遂行機能や情報処理速度など、運転に欠かせない

映像以外にも、詳細な走行データまで確認できるので、運

脳の働きをチェックし、あなたの安全運転をサポートし

転診断レポートと併せて活用してください。

ます。

専用ビューアは、
Windows7以上IE11以上が使用条件となります。
MacOSには対応していません。

パソコンからのみご利用いただけます。

コナミスポーツクラブでトレーニング！
コナミスポーツクラブと提携し、フィットネスクラブや運動スクールを優待価格でご利用い
ただくことができます。安全運転のため、定期的な運動による健康な身体づくりをサポート
します。
（注1） 実施プログラムやスクール、設備は施設により異なります。
お住まいの地域により、近隣エリアに施設がない場合がございます。
（注2） 利用対象者は自動車保険のご契約者または記名被保険者に限ります。
記名被保険者が法人の場合における利用対象者は保険証券
（継続証）の保険契約者欄に記載され
ている保険契約締結権者に限ります。

写真はイメージです。
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はじめてみよう！
加入前に必ずチェック！
利用携帯電話の確認

車両内装備の確認

ご契約者以外に、運転候補者についても利用される場

シガーソケットが使用できる車両である。

合は、以下の条件を満たす必要があります。

本特約で使用するドライブレコーダーは電源
供給のためシガーソケットを使用します。

自身の携帯電話を所有している。
サービスが利用可能なブラウザ機能がある。
（注）利用可能なブラウザの場合は、以下のQRコードを読み取る
か、URLをブラウザで直接入力すると、
『「ドライビング！」利用
条件のブラウザ機能を確認しました。
』
と表示されます。

ご注意

画像認識技術やレーダー機能を使用した安
全運転機能付き自動車（自動ブレーキ機能や

https://cr.dr.sjnk.jp/service/guide

車間距離制御機能等）に設置される場合に
は、自動車の販売店・メーカーに設置の可否
を確認してください。

ショートメッセージサービス
（SMS）
が利用できる。
（SMS機能を搭載し、かつ受信拒否設定を行なっていないことを
ご確認ください。）

ご利用のキャリアによって、以下いずれかの番号が発
信元の番号として表示されます。
「050-3808-0415」または「22778」

車間アラート機能設定時に、ご契約の車両の
車高（全高）情報が必要になります。確認でき
る資料
（主要諸元）
をご用意ください。

GPS情報が取得できる。
（ALSOKかけつけ安心サービスご利用の場合）

項目を満たしていない場合は、サービスの付帯対象外となります。あらかじめご了承ください。

利用できるサービス
フィーチャーフォン
（ガラケー）

スマートフォン

パソコン

自動通報・手動通報後の連絡

○

○

−

ALSOKかけつけ安心サービス

○

○

−

運転診断レポートの閲覧

×

○

○

危険運転一覧 ／ 事故・逆走多発地点マップ

×

○

○

走行動画閲覧／アップロード

×

×

○

（※）

（※）Windows7以上IE11以上が使用条件となります。MacOSには対応していません。

ご加入の対象となる自動車保険契約
対象のご契約

ノンフリート契約
次のいずれかの用途車種に該当する自動車

月額

（ただし、登録番号のない構内専用車は除きます。）

対象の自動車

ご契約期間
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①
②
③
④
⑤
⑥

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

3年以内

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

営業用乗用車
営業用小型貨物車
営業用軽四輪貨物車
営業用普通貨物車
キャンピングカー

年払

850

円

9,720 円

（注）保険期間1年の場合の保険料です。
また、月額は分割割増5%が適 用される契 約の場合を記載して
います。

ドライブレコーダーが届いたら

※詳細はドライブレコーダーに同梱のサービスマニュアルに記載しています。

STEP

STEP

1

ドライバーズページで
3つの登録
1
2
3

4

プラグを差し込んで
設置完了！

ドライブレコーダーに同梱の初期
ID・パスワードでドライバーズペー
ジ（お客さま専用ウェブページ）に
ログインして以下を登録してくだ
さい。
1 車両の高さ
2 運転候補者
3 任意のパスワード

シガーライター
ソケット

電源ケーブルのシガープラグを車
両のシガーソケットへ差し込んで
ください。
（注）発火の可能性や破損の原因
となりますので、電 源ケーブ
ルの切断は、絶対に行わない
でください。

STEP

STEP

ドライブレコーダーの
取り付け場所を決める

2
フロントガラスの上部
20%の範囲内に
取り付けてください

本体が脱落しないよう、フロント
ガラスの取り付け場所付近を清掃
してください。
機器の故障・不具合の原因になり
ますので、車両のエンジンは必ず
切ってください。

リセットボタン長押しで
設定完了！
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先の細い丈夫なもので、本体のリ
セットボタンを押すと「ピッ」と音
が鳴ります。そのまま3秒程 度押
し続け、再度「ピッ」と音が鳴った
ら離してください。
リセットボタン

STEP

3

配線する
車種や状況に応じ、各種法令等に
従って配線してください。

特約を新たにご契約いただく場合
ドライブレコーダーのお届けは、ご契約いただいてから２週間〜３週間
程度の期間を要します。ご契約始期日直前にご契約いただいた場合、
ご契約始期日までにお届けできない場合がございますので、あらかじ
めご了承のうえ、
お申込みください。

ご契約

目安は2週間

到着

車両変更手続き

付け替え

付け替え完了

解約手続き後
返却キット到着

30日以内に返却

ご返却

車両を変更された場合
変更後の車両にドライブレコーダーを付け替えてください。付け替えに
あたっては、予備の粘着テープに貼り替えをお願いします。
（注）手順はドライブレコーダーに同封のサービスマニュアルをご確認ください。

特約を解約された場合
返却キットを解約日から１か月後を目安に送付させていただきます。返
却キットを送付させていただいた日が属する月の翌月末日までにご返
却をお願いします。ご返却いただけなかった場合、違約金（ドライブレ
コーダー本体30,000円、SDカード5,000円）を請求させていただき
ますのでご注意ください。
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DRIVING!利用規約（抜粋）
「ドライビング!」利用規約において、
使用される用語に関する説明は次のとおりです。
（五十音順）

用語

説明

継続前契約

本規約の対象となる保険契約と保険契約者および契
約自動車を同一として損保ジャパンと締結する「ドラ
イビング！」の対象となる保険契約で、本規約の対象
となる保険契約の保険証券記載の保険期間の初日を
保険期間の末日とする保険契約をいいます。

携帯電話

次の機能を有する携帯式通信機器をいいます。
・ショートメッセージサービス
・GPS機能
・ブラウザ閲覧機能

契約自動車

サービス利用情報

保険証券記載の自動車をいいます。
「ドライビング!」
を通じて損保ジャパンが取得するログ
情報、
自動車の運転情報
（走行距離、
時間、
位置情報、
加
速度センサーによる計測値および安全運転診断結果）
、
端末の映像等の利用によって得られた診断結果等をい
います。

自動通報

端末が基準値を超える大きさの衝撃を検知して、端末
より自動的に車両位置情報や映像情報等を損保ジャ
パンに発信することをいいます。

GPS機能

携帯電話の位置情報を取得する機能をいいます。

手動通報

端末のボタン等の押下操作により、端末より車両位置
情報や映像情報等を損保ジャパンに発信することを
いいます。

ショートメッセージ
サービス

携帯電話の電話番号を利用してテキストのメッセージ
を送受信するサービスをいいます。

専用SDカード

端末に取り付けられた損保ジャパンが貸与するメモ
リーカードをいいます。

端末

損保ジャパンが貸与する運転録画機能や通信機能等
を有するドライブレコーダー型テレマティクス端末およ
びその付属物をいいます。

端末等

端末および専用SDカードをいいます。

知的財産権

特許権、
実用新案権、
意匠権、
著作権、
商標権等の、
法令
により定められた権利または法律上保護される利益に
かかる権利をいいます。

提携先企業等

損保ジャパンからの委託または業務提携により「ドラ
イビング!」の提供に関わる企業、団体、その再委託先
等および損保ジャパンと損害保険代理店委託契約を
締結している代理店をいいます。

「ドライビング!」

反社会的勢力

第3条（「ドライビング!」の内容）に定めるサービスをい
います。
暴力団、暴力団員※、暴力団準構成員、暴力団関係企業
その他の反社会的勢力をいいます。
※ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。

ブラウザ閲覧機能

WEBサイトを閲覧することができる機能をいいます。

利用登録

契約者専用サイトにおいて、携帯電話の電話番号を登
録することをいいます。

第1条（規約の目的等）
(1) 本規約は、
損保ジャパンの自動車保険契約に対して提供する
「ドライビ
ング!」
の事項を定めたものです。
(2) 保険契約者が、
本規約に同意した上で
「ドライブレコーダーによる事故発
生時の通知等に関する特約」
を付帯したときは、
損保ジャパンは、
次条に定め
る利用対象者に対し
「ドライビング!」
を提供するものとします。
（注）
「ドライビング!」
の内容は、
予告なく中止、
変更となる場合があります。

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、次のとおりとします。
区分
利用対象者
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① 第３条（「ドライビング!」の内容）
(1)①

保険契約者

② 同条(1)②および③

契約者および利用登録した者

③ 同条(1)④、
⑤および⑥

契約自動車を使用する者

(2) (1)の規定にかかわらず、
利用対象者が次のいずれかに該当する場合は、
利用対象者に含みません。
① 反社会的勢力に該当すると認められること。
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、
または便宜を供与する等の関与
をしていると認められること。
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、
反社会的勢力がその法人の経営を支配し、
また
はその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られること。
(3)「ドライビング!」
提供後、
利用者が
「ドライビング!」
の利用対象者ではない
ことが判明した場合は、
「ドライビング!」
の提供に要した費用は、
すべて利用
者の負担とします。
第3条 （「ドライビング!」
の内容）
(1) 本規約により提供する
「ドライビング!」
の内容は次のとおりです。
ただ
し、
③については、
利用対象者が事故発生時に契約自動車に搭乗中（注）で、
かつ、
利用登録した携帯電話を所持している場合に限り利用できます。
① 端末等の貸与。ただし、端末等の貸与の対象車両は契約自動車とし、
不正改造されておらず、
シガーソケットまたはアクセサリーソケットが装
備されている自動車である場合に限ります。
② 事故発生時の自動通報または手動通報および事故発生前後の映像の
損保ジャパンへの送信
③ 自動通報または手動通報による損保ジャパンの提携先企業による事
故現場へのかけつけ
④ 安全運転診断・運転履歴の閲覧等、
契約者専用サイトの利用
⑤ ドライブレコーダー機能による危険挙動検知・アラートの発信
⑥ その他①から⑤までのいずれかに関連するサービスの提供
(2) (1)③の内容は、
「ALSOKかけつけ安心サービス利用規約」にしたがっ
て提供します。
（注）一時的に契約自動車から離れていた場合であっても、事故の前後の状況から
搭乗していたとみなされる者も含みます。

第4条 （ドライビング!を利用できない場合）
(1) 契約自動車が日本国外で使用されている場合は、ドライビング!は利
用できません。
(2) 損保ジャパンは端末の機能につきその性能を保証するものではな
く、契約自動車の状況や事故の状況、天候、通信環境等により、その機能
が十分にまたはまったく発揮されない場合があります。この場合、前条(1)
の内容の一部または全部を利用できない場合があります。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、利用対象者は、前条(1)の内容の一
部または全部を利用できないことがあります。
①「ドライビング!」を提供するシステムの保守・工事、障害修理等を実施
する場合
②「ドライビング!」を提供するシステムが火災、停電、損壊、故障等により
正常に動作しなくなった場合
③ 第６条
（端末等の貸与・交換・返却等）
(4)の手続きに際し、
「ドライビング!」
を利用できない期間が発生した場合
④ 端末に付随する機器に、
重大なセキュリティ上の危険が発見または予見
された場合
⑤ 端末がインターネットに接続されている第三者に向け、不正なアクセス
行為の発信元となる可能性がある場合
⑥ 端末の使用環境その他事情により、
端末の機能を発揮できなくなった場合
⑦ 天災、戦争等に起因して損保ジャパンが制御できない障害が発生した
場合
⑧ ①から⑦までの他、損保ジャパンが端末の機能を停止した方が望まし
いと判断した場合
第5条 （利用対象者の義務）
(1) 利用対象者は、
「ドライビング!」を利用する場合は、次の義務を負うも
のとします。
① 端末等を善良な管理者の注意義務をもって保管、
管理および使用すること。
② 端末等を受領した日以降速やかに、
契約自動車に端末等を設置し初期
動作確認を行うこと。
③ 取扱説明書の注意事項および関連法令等を遵守し、
適切な方法で端末
等を契約自動車に設置すること。

④ 端末等の破損、
故障等により
「ドライビング!」
が利用できなくなった場合
は、
速やかに損保ジャパンに通知すること。
⑤ 端末等を紛失した場合は、
速やかに損保ジャパンに通知すること。
⑥ 端末等が盗難にあった場合は、
速やかに警察へ届出を行い、
損保ジャパン
に通知すること。
⑦ インターネット上のWEBサービスを利用するために必要なインターネット
通信料等について負担すること。
⑧「ドライビング!」で利用するIDおよびパスワードの使用および管理に
ついて責任を負うこと。
⑨「ドライビング!」
を利用するために必要な車両、
ハードウェア、
ソフトウェア
等を自らの責任と負担において準備し、
「ドライビング!」の利用環境を
維持すること。
⑩「ドライビング!」
に関する個人情報、
サービス利用情報を保護するために、
必要かつ適切な情報セキュリティ策を講じること。
⑪ 第3条
（
「ドライビング!」
の内容）
(1)②のサービスの提供を受けるために、
利用登録する者に対し、事前に登録する旨を通知し、
了承を得ること。
⑫ サービス利用情報の保存、
管理、
バックアップ等について責任を負うこと。
(2) 利用対象者は、
「ドライビング!」を利用する場合は、次の行為を行って
はなりません。
①「ドライビング!」を通じて知り得た個人情報またはサービス利用情報
を第三者に開示する行為（注）
② 虚偽の人物を名乗り、
「ドライビング!」
を利用する行為
③「ドライビング!」に必要となる情報またはその他の個人情報について
虚偽の登録をする行為
④ 金銭その他の商業的利益を求める目的で
「ドライビング!」
を利用する行為
⑤ 他の利用対象者の個人情報を収集または蓄積する行為
⑥ 詐欺的行為その他の犯罪行為
⑦ 詐欺的行為その他の犯罪行為に加担し、またはこれに結びつく行為
⑧ 損保ジャパンまたは第三者の知的財産権を侵害する行為
⑨ 有害なコンピュータプログラム等をアップロード、
送信または書き込む行為
⑩「ドライビング !」
の運営を妨げ、
損保ジャパンの信頼を損なう行為
⑪「ドライビング!」
を利用する権利を第三者に譲渡、
販売、
移転または担保に
供する行為
⑫ 再使用許諾、
貸与その他方法の如何を問わず第三者に利用させる行為
⑬ ①から⑫までの他、
「ドライビング!」
の利用目的に照らして損保ジャパン
が不適切と判断する行為
(3) 利用対象者が(1)の義務に違反し損害が生じた場合は、損保ジャパン
および提携先企業等は一切その責めを負わないものとします。
(4) 利用対象者が(2)の禁止行為に違反した場合であって、損保ジャパン、
提携先企業等または第三者に損害が生じたときは、利用対象者はこれを
賠償するものとします。
（注）
「ドライビング!」提供期間中であるかは問いません。

第6条 （端末等の貸与・交換・返却等）
(1) 保険契約者は、別途損保ジャパンが指定する方法および場所にて端
末等を受け取るものとします。
(2) 天災地変が生じた場合、輸送中の事故もしくは遅延等損保ジャパン
の責めに帰さない事由により端末等を受け渡すことができなかった場合
または受け渡しを遅延した場合でも損保ジャパンは責任を負わないもの
とします。
(3) (1)にかかわらず、
「ドライビング!」の対象となる保険契約の継続前契
約に「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」が付
帯されている場合は、保険契約者は、継続前契約で使用した端末等を、交
換せずに使用し続けるものとします。ただし、損保ジャパンが、端末等の
交換の意思表示を行った場合はこれを適用しません。
(4) 損保ジャパンは、保険契約者から前条(1)④に定める通知を受けた場
合は、保険契約者に代替となる端末等を送付し、保険契約者は、損保ジャ
パンより返却キットを送付した日の翌月末日までに、正常に作動しない端
末等を損保ジャパンに返却するものとします。なお、保険契約者は、損保
ジャパン指定の方法によって返却するものとします。
(5) 保険契約者は、次のいずれかに該当する場合は、損保ジャパンより返
却キットを送付した日の翌月末日までに、端末等の全部または一部を損
保ジャパンに返却するものとします。なお、保険契約者は、損保ジャパン
指定の方法によって返却するものとします。
① 第9条（「ドライビング!」の対象期間、中止または変更）に定める対象
期間が経過した場合
② 保険契約者が前条の義務の履行を怠り、または怠るおそれがあること
が明らかである場合

③ 利用対象者が、端末等の利用に関し、損保ジャパンもしくは第三者に
損害を与える行為、または損害を与えるおそれがある行為をした場合
(6)保険契約者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、下表に
定める違約金を損保ジャパンに支払うものとします。
事由

違約金の額

① (4)および(5)に定める返却期限を過ぎても端末等を損
保ジャパンに返却しない場合

端末：

② 前条(1)⑤または⑥に該当する場合であって、
利用対象
者の責に帰すべき事由により物理的に端末等を損保
ジャパンに返却することができない場合

専用SDカード：

30,000円
5,000円

③ (4)に際して、
端末等の破損または故障等の原因が利用
対象者の責に帰すべき事由により発生した場合

第7条 （利用可能な端末等を貸与できなかった場合の対応）
損保ジャパンの責に帰すべき事由により利用可能な端末等を貸与すること
ができなかった場合は、損保ジャパンは、保険契約者からの申し出に基づ
き、
当該期間に支払われた
「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等
に関する特約」
の保険料相当額を保険契約者に返還することとします。
第8条 （「ドライビング!」
提供時の責任）
(1) 損保ジャパンおよび提携先企業等は、次のいずれかに該当する事由に
よって利用対象者に損害が生じた場合は、
一切その責めを負わないものと
します。
① 次のいずれかに該当する事由によって、
「ドライビング!」
の提供が遅延
または不能となること。
ア．
通信機器または通信回線の故障もしくはその他通信手段の障害
イ．
プロバイダ、
OS、
閲覧ソフト等の障害
ウ．
契約自動車または機器の不具合等
エ．
端末の不具合等
オ．
アからエまでのほか、
損保ジャパンおよび提携先企業等の故意また
は重大な過失によらない事由
② 公衆電話回線、
専用電話回線等の通信経路において盗聴またはこれに
類する行為が為されたことにより、
利用対象者のID、
パスワード、
または
取引情 報等が漏洩すること。
③ 利用対象者が、
「ドライビング!」
を通じて提供された情報を第三者に提
供 または開示すること。
④ サービス利用情報の消去、
削除等
(2) 損保ジャパンは、
端末等の利用を通じて利用対象者が得る全ての情報
について、
その完全性、
信頼性、
安全性、
有効性および正確性を保証するも
のではありません。
第9条 （「ドライビング!」の対象期間、
中止または変更）
(1)「ドライビング!」の対象期間は、
「ドライブレコーダーによる事故発生
時の通知等に関する特約」が付帯されている期間とします。
(2) 損保ジャパンは、契約自動車の自動車保険契約または当該保険契約
に付帯された
「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特
約」が解約もしくは解除された場合または当該保険契約が無効となった
場合は、
その日以降は「ドライビング!」
を提供しません。

第10条（個人情報の取扱い）
(1) 利用対象者は、
保険証券の記載事項および
「ドライビング!」
の提供に必要
とされる情報が、
損保ジャパンおよび提携先企業等に登録されることに同意
するものとします。
(2) 損保ジャパンおよび提携先企業等が取得した個人情報は、
損保ジャパン
の業務遂行上必要な範囲内で利用することがあります。
(3) 損保ジャパンおよび提携先企業等は、
保険証券の記載事項および
「ドラ
イビング!」
の提供に必要とされる情報を、
提携先企業等間で共同で利用で
きるものとします。

「ドライビング!」
利用規約の全文は下記よりご確認いただけます。
https://help.drv.sjnk.jp/terms.html
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DRIVING! ドライブレコーダー仕様
定格電圧

DC12/24V（DC12/24Vマイナスアース車専用）

消費電力

15W

撮影素子

約200万画素カラーCMOS

画角

対角：170º (水平：139.5º、垂直：71.5º ±5%)（レンズ画角／最大記録画角 共通）

記録媒体

専用SDカード
（本製品専用品）
画質

記録映像

動画: 最大HD(1280x720ピクセル) / 静止画:約92万画素

ファイル形式

独自形式

動画音声

なし

動画フレームレート

10コマ/秒

加速度センサー

あり
（検知範囲 -8G 〜 +8G）

ジャイロ（角速度）センサー

あり（検知範囲 -2000°〜 +2000°/s）

位置情報センサー

あり
（GPS、GLONASS衛星 受信サポート）

動作条件

温度：-10〜+55℃、湿度：10〜75％（ただし、結露しないようにご注意ください。
）

ケーブル長

約 5ｍ

同梱物

本体、ケーブルクリップ、取扱説明書、本体取り付け用両面テープ
（1枚）、専用SDカード（1枚）、サービスマニュアル

ドライバーズページの主な対応環境
Windows

対応 OS : Windows 7以降

ブラウザ : IE, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox 最新版

Mac

対応 OS : MacOS 10.12(Sierra）以降

ブラウザ : Safari, Google Chrome 最新版

(注1） 走行動画閲覧・アップロードについては、
Windows7以上IE11以上が使用条件となります。
MacOSには対応していません。
あらかじめご了承ください。
（注2）上記の環境であっても機種や利用環境により、
正常に作動しない場合がありますのでご了承ください。

DRIVING！専用サイト

DRIVING！よくあるご質問

◆パソコン・スマートフォンから

◆パソコン・スマートフォンから

https://www.sompo-japan.jp/

https://help.drv.sjnk.jp/contact/

◆フィーチャーフォン（ガラケー）から

https://help.drv.sjnk.jp/contact/mb/

kinsurance/driving̲top/pc/

その他注意事項
・ このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
・「DRIVING!」は「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」に付帯されるサービスの名称です。
・ 損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うため
に取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合があり
ます。なお、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認め
ら れる範 囲 に限 定します 。個 人情 報 の取 扱 い に関 する 詳 細（ 国 外 在 住 者 の 個 人情 報 を含みま す 。）については 損 保 ジャパ ン公 式 ウェブサイト
（https://www.sompo-japan.co.jp/）をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。

お問い合わせ先

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
＜公式ウェブサイト＞https://www.sompo-japan.co.jp/
SOMPOグループの一員です。

(SJNK19-50487 2019.1.29) 16333-01 (20010402) 503747 -0300

