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お客さまからのお問い合わせ、お申込みいただいた内容を正確に把握するために通話録音を
させていただいております。あらかじめご了承ください。

TEL 平日（8：30～17：30）

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

付けておくと安心！
おすすめする特約
付けておくと安心！
おすすめする特約

付帯希望の方はアイシン開発までご連絡ください！

4
※月払保険料は、ご契約のお車、保険条件によって異なりますので、ご注意ください。

この自動車保険契約は団体により幹事保険会社の異なる共同保険となっております。このご案内は概要ですので、詳細については取扱代理店・引受保険会社
までお問い合わせください。
※団体扱割増引率は「ご契約台数」と「損害率」に応じて毎年算出され変動する場合があります。団体扱割引38％は、ご契約期間の初日が 2018 年 7月1日
　から2019 年 6月30日までのご契約に適用されます。団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパン日本興亜の定める
　条件を満たす場合のみとなります。

http://aisin-hoken.jp/

● 人身傷害入院時諸費用特約
● 弁護士費用特約（日常生活・自動車事故型）
● 弁護士費用特約（自動車事故限定型）
● 個人賠償責任特約

● ドラレコ特約
● 車両新価特約
● 車両全損修理時特約

● 代車等諸費用特約（30日型）

● 代車費用の補償日数短縮特約（15日型）
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特約について
詳しく知りたい方はこちら
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多くの方にニーズをいただいている特約

修理の間レンタカーを借りたい時におすすめ！
代車等諸費用特約（30日型）

代車費用の補償日数短縮特約（15日型）

車が事故や故障、トラブルで

走行不能になったらどうしよう…

代車日額5千円の場合

保険料を抑えたい方に！

●宿泊費用　1事故1被保険者につき1万円限度　       ●移動費用　1事故1被保険者につき2万円限度
●引取費用　1事故につき15万円限度　          　　     ●代車費用　1事故につき1日あたりの代車費用の額に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　  代車の利用日数を乗じた額を限度とします。

レッカーけん引、応急処置（30分程度）、燃料切れ等のサービスはすべてのご契約で自動付帯となっ
ていますが、プラスでオプションを付帯することをおすすめさせていただきます。

今年の夏、車で東北まで日帰り旅行にいったんだけど、夜、山道でガードレールに突
っ込んでしまって車が動かなくなってしまいました。 
向こうで急遽宿泊することになったんだけど、この特約を付けてたおかげでレッカー
後の代車費用、宿泊費用、ホテルまでの移動費用、引取費用が特約で補償されたか
ら助かりました。

代車等諸費用特約（３０日型）を付帯した契約に付帯することができ、代車費用の支払対象期間を、３０日から

１５日に短縮する特約です。付帯することで ８０円／月払、８８０円／年払 お安くなります。

ロードアシスタンス（自動セット）

助かった話

月払保険料※

300円
年払 3,420円
（OB契約）

（注） 車両保険を適用しないご契約についても付帯可能です。

事 故 故 障

レッカーけん引
する場合

レッカーけん引
しない場合

代 車 費 用 宿泊・移動・引取費用
事 故 故 障 事 故 故 障

レッカーけん引
する場合

※ご契約の自動車を自力で移動して修理工場に入庫した場合で、ご契約の自動車が法令により走行が禁じられた状態であると損保ジャパン日本興亜が
　認めたときは、ロードアシスタンス「法令上の走行不能時の代車提供サービス」にてレンタカー等の代車を提供します。
   （事前にロードアシスタンス専用デスクまたは損保ジャパン日本興亜にご連絡いただく必要があります。） 損保ジャパン日本興亜 自動車・バイク保険

パンフレット掲載場所

検 索

ポイント！ポイント！

事故・故障時代車費用特約のみ付帯されていたお客さま 宿泊・移動・引取費用も補償の対象になります！

ロードアシスタンス運搬後諸費用特約のみ付帯されていたお客さま 事故の場合、レッカーけん引されないときも
代車費用が補償の対象となります！

ポイント
！
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新しい車に乗っている方におすすめ！

車両新価特約

愛着のある自動車に乗り続けたい方におすすめ！

車両全損修理時特約

3

車両保険金額
200万円

車両保険金額
180万円

車両保険金額
160万円

車両保険金額
140万円

車両保険金額
120万円

車両保険金額
100万円額
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この差額部分を車両新価特約がカバーします！

初度登録
1年目

初度登録
2年目

初度登録
3年目

初度登録
4年目

初度登録
5年目

初度登録
6年目

（費
理
修
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）
円
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車両保険金額
（40万円）

修理費と車両保険金額との差額
（50万円）

この差額部分を車両全損修理時特約がカバーします!

まだ買って２年目の新車が事故で大破!!

車両保険は車両保険金額までしか出ないと聞いていたけど、新車だから万一のため

にこの特約を付けておいたら再取得費用まで出してくれるとのこと。助かりました!!

古い車でも大事に長く乗ってる方聞いて!!

車両保険は車両保険金額までしか修理代が出ないと聞いていたけど、古い車だから

万一のためにとこの特約を付けておいたら車両保険金額＋５０万円まで修理代を出

してくれるとのこと。これでもうしばらく乗ってあげられるね!!

月払保険料※

お車によって
異なります

※月払保険料は、ご契約のお車、保険条件によって異なりますので、ご注意ください。 ※月払保険料は、ご契約のお車、保険条件によって異なりますので、ご注意ください。

助かった話

助かった話 ※損害額が新車価格相当額の50%以上となった場合、新車車両価格＋再取得の諸費用（新車価格相当額
の20%（40万円限度））または20万円のいずれか高い方が出ます！

1. 盗難による損害はこの特約の対象外です（盗難後にご契約の自動車が発見された場合は対象となります。）。
2. 事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合に限ります。
3. この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、付帯することができます。
　　・新車価格相当額が車両保険金額の2倍以下の金額であること。
　　・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73か月以内であること。
　　・車両保険を付帯した自家用8車種のご契約であること。

ご注意

1. 事故発生日の翌日から起算して1年以内に修理された場合に限ります。
2. この特約は、ご契約期間の初日の属する月が初度登録（検査）年月の翌月から起算して25か月を超える場合に付帯することができます。

ご注意

ドライブレコーダー を活用した、

新しいサービスが誕生しました。

多くの方にニーズをいただいている特約 

安全なカーライフを楽しむためのサービス

自分の不注意でヒヤリとした
または、された経験がある

交通事故のニュースを
怖いと思う

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

年齢とともに自分の
運転技術に衰えを感じる

こんな方へオススメします！ 特に、女性や高齢のお客さま、はじめて事故にあわれたお客さまから評価をいただいています

3つのサポート機能

安全運転のサポート 事故対応サポート 運転者のサポート

■  高性能ドライブレコーダー
■  車間アラート機能

■  事故発生時の自動通報、
　手動通報

■  ALSOKの
　かけつけ安心サービス

■  運転診断レポート
　Rodeco［ ロデコ］

■  視機能トレーニング 
　eyeトレ［アイトレ］

Vol.1 Vol. 2 Vol. 3

衝突の
危険あり

「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（ドラレコ特約）」に付帯されるサービスの名称です。

去年の冬に自転車に乗っていたら転んで骨折してしまったの！
私が入院中に、自宅にヘルパーさんが来てくれて、炊事・洗
濯・日常掃除などの家事や介護を代行してもらってとても
助かったわ！しかも、お見舞返しサポートが
付いていて、専用カタログの多彩なラインナッ
プから贈答品が選べてとても便利！

人身傷害入院時諸費用特約

この前、運転中に後ろから車に追突されたんです！！
相手の人はしらんぷりで全然対応してくれなくて…。
弁護士に相談して費用が心配だったけど、この特約を付けて
いて助かりました。保険料も月 ２々００円程度
で加入できたし、複数の車をもっている場合は、
1台に付帯しておけば、安心します。
※自動車運転中の対人加害事故に関する刑事事件も
　対応できるようになりました。

弁護士費用特約（自動車事故限定型）

月払保険料※

30円

月払保険料※

200円

複数台車を所有している人は重複注意！

助かった話

助かった話

ドラレコ特約 事故時に目撃者がいなくても、事実確認ができて安心！！

月払保険料

810円
年払9,230円（OB契約）

※保険期間1年、
団体扱契約の場合の
保険料です。

緊急時にメールで
緊急連絡先をご案内！！
※取り付け時に登録が必要です

年払 ３１０円
（OB契約）

年払 2,24０円
（OB契約）

先日子供が自転車に乗ってて歩いている人にぶつかってし
まい、ケガを負わせてしまったの。でもこの特約を付けてい
たから相手の方への賠償金の支払いと示談交渉までしても
らえたの。本当に助かりました。

個人賠償責任特約

《保険金額は日本国内で発生した事故は無制限、日本
国外で発生した事故は1事故につき1億円です。また、
国内事故のみ示談サービスがあります。》

アイシングループ総合保障加入の方は重複注意！

助かった話

月払保険料※

90円
年払 1,06０円
（OB契約）

月払保険料※

40円
年払 510円
（OB契約）

歩道を歩いていたらマンションから物が落ちてきてケガを
したんです！！
この特約をつけていたおかげで弁護士さんに入っていただ
き、早期に解決することができました。
自動車事故だけでく、日常のトラブルもサポート
してもらって安心します。

弁護士費用特約（日常生活・自動車事故型）
助かった話

月払保険料※

310円
年払 3,530円
（OB契約）

複数台車を所有している人は重複注意！

まだドライブレコーダーが付いていない方におすすめ！

先日初めて自動車事故に遭ったんで
す。初めてのことで動揺してしまった
けど、ALSOKが駆けつけてくれ、とて
も安心できました。
事故映像も自動的に保険会社に送信
されるので、その後の対応もとてもス
ムーズに進み、大変助かりました。

助かった話


