平成27年10月1日以降に満期を迎えるお客さまへ

自動車保険改定のご案内
拝啓 平素より損保ジャパン日本興亜をお引き立ていただきありがとうございます。
このたび、
損保ジャパン日本興亜では、
ご契約期間の初日が平成27年10月1日以降のご契約を対象とする自動車保険の改定を実施します。
主な改定内容を以下にご案内しますので、
ご確認くださいますようお願いします。
改定内容につきましてご理解賜りますとともに、
引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
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1 商品改定の内容
1 人身傷害保険の改定
（1）入院生活サポート費用保険金の新設（基本補償） THE クルマの保険
●被保険者が人身傷害保険の対象事故で入院された場合、
ご本人の身の回りの世話を行う家政婦・ヘルパー等を雇い入れる費用を補償
する
「入院生活サポート費用保険金」
を新設します。
●支払対象期間は事故日から5日目以降、90日間（被保険者の入院中に限ります。）
とし、1回の事故につき1名あたり日額15,000円を限
度とします。

人身傷害保険
治療費・慰謝料・
逸失利益など

入通院定額給付金

入院生活サポート費用保険金

（注）入院生活サポート費用保険金は、基本補償のため対象外とすることはできません。

（2）人身傷害入院時諸費用特約の改定（オプション） THE クルマの保険
●被保険者が人身傷害保険の対象事故で5日以上入院された場合、被保険者またはそのご家族が負担する
「お見舞いのお返し」などの費
用について、1回の事故につき、被保険者1名あたり10万円を限度に支払う
「退院時諸費用」
を新設します。
●入院期間中に限定していた支払対象期間を、退院後30日まで延長します
（ただし、事故日から180日を限度とします。
）
。

従来の費用
ヘルパー費用（家事・介護）

保育施設預け
入れ等費用

ペット預け
入れ等費用

退院時諸費用

（注）1 回の事故につき、被保険者 1 名あたり「25,000 円 × 入院日数（事故日から180日限度）
」を支払限度額とします。

（3）まかせて安心 入院時アシスタンスの改定

THE クルマの保険

●「入院生活サポート費用保険金の新設」
および「人身傷害入院時諸費用特約の改定」
に伴い、
「まかせて安心 入院時アシスタンス」
のサー
ビス内容を改定します。

改定後の「まかせて安心 入院時アシスタンス」の内容
大きな事故にも安心を！お客さまとご家族を支える３つのサービスメニュー
①入院生活サポート
株式会社ニチイ学館と提
携し、被保険者の方が入
院されている病室にて、
買
い物・洗濯の代行、見守り
などのヘルパーサービス
を提供します。

すべての
ご契約が対象

②家事・介護サポート
株式会社ニチイ学館と提
携し、
ご自宅での炊事・洗
濯・日常掃除などの家事
やご親族などの介護を代
行 するため の ヘ ル パ ー
サービスを提供します。

オプション※

③お見舞返しサポート

オプション※

伊勢丹、髙島屋、三越と提
携し、退院後の快気祝・お
見舞御礼の贈答品をご指
定先にお届けします。
損保ジャパン日本興亜専用
カタログの多彩なラインナップから品物をお選
びいただけます。

（注）離島など一部対象外となる地域があります。
（注1）
ご利用時間は1日3時間までとなります。
サービス提供期間は、
人身傷害入院時諸費用特約の支払対象期間に限ります。
（注2）
サービス提供期間は、入院生活サポート費用 （注1）
（注2）
サービスのご利用代金には、
人身傷害入院時諸費用特約の保険金を充当します。
保険金の支払対象期間に限ります。
※人身傷害入院時諸費用特約を付帯しているご契約で、人身傷害保険の支払対象となる事故に遭い、被
（注3）離島など一部対象外となる地域があります。
保険者の方が入院された場合にご利用いただけます。
ただし、③お見舞返しサポートは、5日間以上入院
された場合に限ります。
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2 ロードアシスタンスの改定
（1）ロードアシスタンスのサービス範囲の改定

THE クルマの保険

SGP

●サービスの範囲を拡大し、鍵の閉じ込み以外にご契約の自動車の鍵の紛失時についてもサービスの提供を行います。

（2）ロードアシスタンス運搬後諸費用特約の新設（オプション） THE クルマの保険

SGP

●事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、
ご契約の自動車がレッカーけん引された場合に、所定の「宿泊費用」
「移動費用」
「代車費用」
「引取費用」
をお支払いする特約を新設します。
●本特約の新設に伴い、THE クルマの保険の
「ロードアシスタンス宿泊移動費用特約」
「ロードアシスタンス代車費用特約」
は廃止します。

【
「THE クルマの保険」
をご契約のお客さま】 （「ロードアシスタンス代車費用特約」または「事故・故障時代車費用特約」を付帯していないお客さま）

!

「ロードアシスタンス運搬後諸費用特約」
はオプションです。
これまで基本補償となっていた
「宿泊費用」
「移動費用」
を引き続きお客さまにご提供するため、
「宿泊費用」
「移動費用」
に
「代車費用」
「引取
費用」
をセットした
「ロードアシスタンス運搬後諸費用特約」
を
「前年同等条件」
としておすすめしています。
ご契約いただく際には、
ご確認いただきますようよろしくお願いします。

ロードアシスタンスの改定の全体像
改定前
レッカー
けん引

応急処置
（30分程度）

給油
サービス※2

改定後

THE クルマの保険

ロードアシスタンス特約

SGP

THE クルマの保険

ロードアシスタンス特約

基本補償

■鍵の紛失は対象外
■レッカーけん引費用・応急処置費用合計
で15万円限度※1

燃料切れ時の給油サービス

修理後の
引取

JAF会員の
優遇サービス

基本補償

THE クルマの保険

自動セット

ロードアシスタンス
宿泊移動費用特約

★ 鍵 の 紛 失をロード
アシスタンスのサー
ビス対象に追加

SGP

改定はありません。

■1保険年度1回に限り 最大10リットル無料
THE クルマの保険

基本補償

SGP

ロードアシスタンス運搬後諸費用特約

■宿泊費用 1名1万円限度
■移動費用 1名2万円限度

オプション

■宿泊費用 1名1万円限度
■移動費用 1名2万円限度
■代車費用
（注）損保ジャパン日本興亜が指定する
レンタカー会社のレンタカーを利用し
た場合に限ります。

THE クルマの保険

レッカーけん引
後の代車

SGP

■鍵の紛失はサービス対象
■レッカーけん引費用・応急処置費用合計
で15万円限度※1

THE クルマの保険

臨時の
宿泊・移動

改定のポイント

ロードアシスタンス
タンス
代車費用特約 オプション

■引取費用 往路1名分15万円限度
（注）修理完了後、合理的な経路および方
法で引き取るために要した往路1名
分の交通費とします。

補償なし※3

THE クルマの保険

■応急処置にあたり、
4,000円分の部品代も対象
■燃料切れ時の給油サービスが年2回利用可能

SGP

★レッカー けん引 後
の
「宿泊費用」
「移動
費用」
「代車費用」
「引取費用」をパッ
ケージ化
★「 宿 泊 費 用 」
「移動
費用」をオプション
に変更
★「引取費用」
を新設
★SGPへ対象拡大

改定はありません。

※1 ロードアシスタンス専用デスクに事前に連絡をいただき、損保ジャパン日本興亜の指定する修理工場などにレッカーけん引する場合は、無制限となります。
※2 事前にロードアシスタンス専用デスクにご連絡がなく、
ご自身でJAF・業者などを手配された場合は、
サービス対象外となります。
※3 車両保険が適用されている場合で、車両事故による走行不能のときは、
お支払いの対象となります。
（15万円限度となります。
）

（3）ロードアシスタンス事業用特約の新設（オプション）

SGP

●「自家用普通貨物車（最大積載量2トン超）」
「営業用普通貨物車（最大積載量2トン以下、2トン超）」
「ダンプカー」などの大型車・事業用
の自動車を対象として、事故、故障またはトラブルによる走行不能時の
「レッカーけん引費用」
「応急処置費用」合計の限度額を
「15万円」
から
「100万円」
に拡大する特約を新設します。
●「宿泊費用（1名1万円限度）」
「移動費用（1名2万円限度）」
「引取費用（往路1名分15万円限度）」
もお支払いの対象とします。
●本特約を付帯した場合は、
「燃料切れ時の給油サービス」
の限度を
「10リットル」から
「20リットル」に拡大します。

2

3 ノンフリート多数割引の改定
（1）対象契約の拡大
●ノンフリート多数割引の対象契約を、
ご契約期間が1年超の長期分割払自動車保険に拡大します。
●ただし、団体扱または集団扱の長期のご契約の場合、
月払いのご契約のみ適用可能です。

（2）割引率の拡大
●ノンフリート多数割引
（契約台数が2台の場合）
の割引率を
「1％」から
「2％」
に拡大します。

契約台数
2台
3 台以上 5 台以下
6 台以上

改定前

改定後

割引率
1％
3％
5％

割引率
割引
拡大

2％
3％
5％

２台以上お車をお持ちのお客さまには、
「ノンフリート多数割引」をおすすめします。

親子

夫婦

でも

1 分割払でも割増なし !

でも

企業

でも

2台以上の自動車をお持ちのお客さまなら損保ジャパン日本興亜で
まとめてご契約いただくとおトクです。

1年契約の場合、一括払も選択可能です。

「保険料分割払特約」
を付帯する場合に一般のご契約なら必要
な5％の分割割増が不要となります。

分割割増が ある 場合

分割割増が ない 場合

（ノンフリート多数割引適用なし）

（ノンフリート多数割引2%適用あり）

（例）1年契約で一括払保険料が1台につき年間10万円のご契約を分割
払にする場合は、2台分の合計保険料は右記のとおりです。

月々 17,500円

月々 16,340円

年間
約14,000円も
おトクです。

2 ムダのない最適な補償を !
複数の自動車を所有していると、
気づかないうちに補償が重複しているかもしれません。
ご契約をまとめることで、
補償の重複などの見直しも簡単にでき、
最適な補償でご契約いただけるので安心です。

3 継続手続きもラクに !
ご契約の自動車の台数分必要だったご継続の手続きが、
1回で完了します。
1年
ご契約1

自動車1
ご契約2

手続き

ご契約3

1年
自動車1

手続き

自動車2

自動車3

ご契約の
1本化

手続きの
1本化

ご契約

自動車2
自動車3

手続き

継続手続きは年１回でラクに!
更新手続きもれもなくしっかり管理できるので安心。

自動車ごとの継続手続きが必要。

（注）
「ノンフリート多数割引」の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日本興亜までお問い合わせください。

4 その他の主な商品改定
各項目の詳細および下表以外の改定内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
項

目

改定内容

（１）全損時諸費用対象外
特約の改定

・本特約をTHE クルマの保険に新設し、全損時諸費用保険金の着脱が可能となります。
・それに伴い、SGPのノンフリート契約にも付帯条件を拡大します。
・ただし、車両新価特約を付帯した場合は、本特約は付帯できません。

（２）事故・故障時代車費用
特約の改定

・損保ジャパン日本興亜が指定するレンタカー会社のレンタカーを利用した場合の代車費用をお
支払いの対象とします。
・「ロードアシスタンス運搬後諸費用特約」
と重ねて付帯する場合、代車費用の支払限度日額を同額
とします。
・「ロードアシスタンス運搬後諸費用特約」
と重ねて付帯した場合、
「ロードアシスタンス運搬後諸費
用特約」
で代車費用の支払い対象となるときは、本特約からは代車費用をお支払いしません。

（３）弁護士費用特約の改定

・弁護士等への委任を行う場合は、委任契約の内容を書面で提出し、損保ジャパン日本興亜の事前
承認を得ることが必要な旨を明確化します。
・被保険者が被害者請求を行う場合などに、保険会社へ損害賠償額の支払いを請求するために要
する司法書士、行政書士の書類作成費用を、弁護士費用保険金ではなく法律相談費用保険金の
枠内で支払うことを明確化します。
これに伴い、
「法律相談費用保険金」
を
「法律相談・書類作成費
用保険金」
に名称変更します。
・弁護士委任時に、既に受領済みの賠償金の額に対しては、弁護士費用等を支払わない旨を明確
化します。

（４）被けん引自動車の車両
損害包括特約の改定

・本特約を付帯している場合は、被けん引自動車に対しても
「ロードアシスタンス特約」および「ロー
ドアシスタンス事業用特約の応急処置費用および運搬費用」の補償を提供します。
・これに伴い、被けん引自動車でもロードアシスタンスのメニューが利用可能となります。
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対象商品
THE クルマの保険
SGP

THE クルマの保険
SGP

THE クルマの保険
SGP

SGP

2 保険料の改定
1 ゴールド免許割引の割引率の見直し

THE クルマの保険

●運転者年齢条件が
「全年齢補償」
「21歳以上補償」
のご契約について、
ゴールド免許割引の割引率を
「7%」
から
「12%」
に拡大します。

2 記名被保険者年齢別料率区分の見直し

THE クルマの保険

●THE クルマの保険の運転者年齢条件が「全年齢補償」
「21歳以上補償」
のご契約において、
記名被保険者年齢別料率区分を導入します。
改定前

改定後

運転者年齢条件

記名被保険者年齢別料率区分

全年齢補償

適用なし

21 歳以上補償

適用なし

記名被保険者年齢別料率区分
23 歳以下
24〜29 歳
30 歳以上
23 歳以下
24〜29 歳
30 歳以上

同一の年齢条件
であっても、記名
被保険者の年齢
により、保険料が
異なります。

3 ノンフリート等級別料率の見直し

THE クルマの保険

●6
（S）
等級のノンフリート等級別料率において、
「35歳以上補償」
区分の割引率を
「9%」
から
「12%」
に拡大します。

4 運転者限定特約の割引率の見直し

THE クルマの保険

SGP

THE クルマの保険

SGP

●参考純率の改定に伴い運転者限定割引（家族）
における割引率を
「3%」
から
「1%」
に縮小します。

5 新車割引の見直し
●自家用普通乗用車および自家用小型乗用車の車両保険における割引率を
「6%」
から
「7%」
に拡大します。
●自家用軽四輪乗用車の新車割引の割引率を以下のとおり拡大します。

補償種類
対人賠償
対物賠償
人身傷害・搭乗者傷害

改定前

改定後

割引率
3％
2％
17％

割引率
5％
3％
25％

6 全体的な保険料水準の見直し

THE クルマの保険

割引
拡大

SGP

ドライバー保険

●損害保険料率算出機構では、
今後の収支の均衡を図るため、保険実績統計を用いた自動車保険の収支予測に基づき、
参考純率の改定を行
いました。
●損保ジャパン日本興亜の商品においては、参考純率の改定を踏まえたうえで損保ジャパン日本興亜の収支状況を加味し、若干の引き下げ
を行いました。
●ただし、参考純率改定を反映させることにより、
ご契約条件によっては保険料が上がる場合がありますので、
ご契約いただく際には保険契約
申込書などに記載されたご契約条件ならびに保険料をご確認いただきますようよろしくお願いします。
安心プラス

無過失車対車事故の特則

お客さまの豊かなカーライフをサポート！

損保ジャパン日本興亜の車両保険には「無過失車対車事故の特則」が
標準装備されています！
追突された場合など、お客さまに過失がなく、
相手自動車等が確認された場合、等級はダウ
ンしませんので、安心して車両保険をご利用
いただけます。

「THE First倶楽部」は、THE クルマの保険をご契約のお客さまに特別
にご提供するサービスです。
宿泊や旅行、
ゴルフ、
レジャー施設など、
さまざまなメニューを会員限定
価格でご利用いただけます。
＜サービス例＞

（注）次の特約の保険金をお支払いする場合は、
この特則の対象外です。
・車両新価特約 ・車両全損修理時特約
・全損時諸費用再取得時倍額特約
・車両積載動産特約 ・休車費用特約

宿泊＆旅行：宿泊施設や国内・海外のパッケージツアーが割引料金に！
ゴルフ：ゴルフ場の予約サービスが、優待料金でご利用可能！
レジャー施設：全国の遊園地、
テーマパークの割引・優待をご用意！
エンターテイメント：スポーツ観戦、映画チケットの割引・優待をご用意！

★「THE クルマの保険」は個人用自動車保険、
「SGP」は一般自動車保険の名称です。
★このご案内は、改定の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日本興亜までお問い合わせください。なお、
ご契約の際には、必ず「重要事項等説明書」
「ご契約のしおり」
「パンフレット兼重要事項等説明書」などをご確認ください。

お問い合わせ先

〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1 TEL.03-3349-3111
＜公式ウェブサイト＞ http://www.sjnk.co.jp/
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