自動車保険
項目
補償の内容

資料４

重要事項説明の比較

Ｇ社

Ｈ社

Ｉ社

主な補償内容は下表のとおりです。（ドライバー保険については、下表の
「ご契約のお車」を「借用自動車」と読み替えます。）詳細につきましては、
普通保険約款・特約条項をご参照ください。
また、主な免責事由（保険金をお支払いできない場合）については、「注
意喚起情報のご説明 ４．−（１）」をご覧ください。

当社の自動車保険は主に ①相手方への賠償 ②ご自身・同乗者の補償 ③
お車の補償により構成されています。

主なものを記載しております。詳細は「Ⅱ．注意喚起情報のご説明」または「保
険約款」等でご確認ください。また、下記の補償項目は一部の条件を除き、自
由に組み合わせていただくことができます。

補償内容

相
手 対人賠償保険
方
へ
の
賠
償
対物賠償

（注１）

車両保険 （ 注 ９ ）

相
手
方
へ
の
賠
償

自動車事故により他人の財物に損害を 与え 、法 律上 の損 害賠
償責任を負われた場合に、ご契約金額 （保 険金 額） を限 度と
して保険金をお支払いします。
自動車事故等 （ 注 ２ ） によりご契約のお車に搭乗中の方等 （ 注 ３ ）
（以下、被保険者といいます。）が死 傷さ れた 場合 に、 過失
割合に関係なく、弊社が定める支払基 準（ 普通 保険 約款 ・特
（ 注 ４）
約条項に記載していま す。 ）に 基づ き算 定し た損 害額
をご契約金額（保険金額）を限度としてお支払いします。
また、▲▲の場合は傷害の部位・症状 に応 じて 入通 院一 時金
（注５）
をお支払いします。
自動車事故によりご契約のお車に搭乗 中の 方が 死傷 され た場
合に 、 所定の保険金をお支払いします。
自損事故によりご契約のお車に搭乗中 の方 等が 死傷 され た場
合で、自賠責保険および人身傷害保険 の保 険金 が支 払わ れな
いときに、所定の保険金をお支払いします。

対人賠償
保険

対物賠償
保険

人身傷害
補償保険
（注2）

ご
自
身
・
搭
乗
者
の
補
償

無保険車
傷害保険

◎

◎

◎

◎

◎

(注3)

(注4)

○

○

○
に対
セ人
賠
ト償
付保
帯険

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
保険

保険金をお支払いする主な場合

○

ご契約のお車の事故により他人を死
傷させ、法律上の損害賠償責任を
負った場合に、自賠責保険などで支
払われるべき金額を超える部分につ
き、保険金をお支払いします。

○

×

自損事故
保険

◎
(注6)

×

に対
セ人
賠
ト償
付保
帯険

◎

◎
(注7)

に対
セ人
賠
ト償
付保
帯険

(注6)

搭乗者傷
害保険

ご契約のお車が損傷した場合または盗 難に あっ た場 合に 、ご
契 約 金 額 （ 保 険 金 額 ） を限 度と して 保険 金を お支 払い しま
す。（ドライバー保険は対象外です。）
また、ご契約のお車が全損となった場 合は 、所 定の 全損 時諸
費用保険金をお支払いできることがあります。

車両保険
（注8）

お
車
の
補
償

◎

(注6)

無保険のお車との事故等によりご契約 のお 車に 搭乗 中の 方等
が死亡し、または後遺障害を負われ、 相手 から 十分 な補 償を
受けられない場合に、所定の保険金額 を限 度に （人 身傷 害保
険が支払われる場合はその金額を超過 した 部分 につ いて ）保
険金をお支払いします。

なお、上表の保険金のほか、事故によって発生する様々な費用を補償する
費用保険金をお支払いできる場合があります。また、商品改定により、補償
される費用保険金が前年契約と異なることがあります。詳細につきまして
は、普通保険約款・特約条項またはパンフレット等をご参照ください。
（注１）人身傷害保険は、▲▲では基本補償として、▲▲ではご希望により
付帯された場合に補償されます。補償条件について「一般条件」ま
たは「被保険自動車搭乗中のみ」のいずれかをお選びください。
（記
名被保険者が法人の場合の補償条件は「被保険自動車搭乗中のみ」
となります。ただし、「法人契約の個人被保険者に関する特約」を
付帯する場合を除きます。）
また、保険金額（１名あたりのお支払限度額）は被保険者となられ
る方の年齢・所得等を勘案して適正に設定してください。
（注２）▲▲の場合、自動車事故以外の交通事故についても人身傷害保険で
補償されます。
（補償条件が「被保険自動車搭乗中のみ」の場合は、
ご契約のお車に搭乗中の交通事故のみ補償されます。）
（注３）ご家族（記名被保険者、その配偶者（内縁を含みます。）またはこ
れらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子様（婚姻歴のある方を
除きます。）をいいます。以下同じとします。）が運転中の他のお車
に同乗中の方も被保険者に含まれることがあります。また、「一般
条件」でご契約の場合は、ご家族については、他のお車に搭乗中や
歩行中など車外の自動車事故も補償されます。
（注４）労働者災害補償制度によってすでに給付が決定、または支払われた
場合は、その給付額を差し引いて保険金をお支払いします。

◎

▲▲

ッ

お
車
の
補
償

保険金をお支払いする場合
自動車事故により他人を死傷させ、法 律上 の損 害賠 償責 任を
負われた場合、自賠責保険で支払われ る金 額を 超過 した 部分
に対して、１回の事故につき被害者１ 名に つい て、 ご契 約金
額（保険金額）を限度として保険金をお支払いします。
また、対人事故のお相手の方が３日以 上入 院さ れた 場合 等に
は、所定の対人臨時費用保険金をお支 払い しま す。 （▲ ▲・
▲▲の場合）

▲▲

ッ

ご
自
身
・
ご
搭乗者傷害保険
家
（注６）
族
・ 自損事故保険
同
（注７）
乗
者
の
補 無保険車傷害保険
（注８）
償

▲▲
▲▲

ッ

人身傷害保険

※「◎」は必ず対象 「○」はお客様の希望により対象 「×」は対象とすること
ができないことを表します。

事故・故
障付随費
用保険
（注8）

事故・故
障代車費
用保険
（注8）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(注9) (注9)

○

○

(注9) (注9)

○

×

保険金をお支払い
できない主な場合
（注1）

ご契約のお車を運
転中の方またはそ
の父母、配偶者も
しくは子に対する
ご契約のお車の事故により他人の財 損害賠償。台風・
物に損害を与え、法律上の損害賠償 高潮・こう水によ
責任を負った場合に、保険金をお支 る損害。
払いします。
ご契約のお車または「他の自動車」
に搭乗中や歩行中に自動車事故に
よって死亡したり、身体に後遺障害
または傷害（注5）を被った場合に
保険金をお支払いします。
ご契約のお車に搭乗中の方などが、
他の自動車との事故で死亡したり、
身体に後遺障害（注5）を被った場
合で、相手車が無保険であったな
酒気を帯びた状態
ど、十分な損害賠償が受けられない や無免許運転によ
ときに保険金をお支払いします。
る損害。被保険者
自損事故により、運転者・搭乗者・ などの闘争行為・
保有者が死亡したり、身体に後遺障 自殺行為または犯
害または傷害（注5）を被った場合 罪行為により生じ
で自賠責保険などから支払いが受け た損
られないときに保険金をお支払いし 害。

補償項目
相
手 対人賠償責任保険
方
へ
の
賠
償 対物賠償責任保険

ご
自
身
の
補
償

人身傷害補償保険
（▲▲では必ずご
契約いただく必要
があります。）
搭 乗 者
(※３)
傷害保険

車両保険 (※５)

【一般条件】衝突・接触・火災・盗
難などの偶然な事故により損害を
被った場合に、お支払いします。
【車対車＋Ａ】車同士の衝突・接触
事故もしくは盗難などの走行に起因
しない事故により損害を被った場合
のみお支払いします。

×

ご契約のお車が、事故または故障
（注10）により走行不能となった場
合に、お車の運搬費用、搬送・引取
費用、臨時宿泊費用などの諸費用を
負担することによる損害に対して、
保険金をお支払いします。

×

ご契約のお車が事故または故障（注
10）により走行不能となった場合
に、代替交通手段として同等クラス
のレンタカーを借り入れた費用を、
所定の支払限度日額を限度にお支払
いします。

酒気を帯びた状態
や無免許運転によ
る事故。ご契約の
お車に存在する欠
陥、自然消耗など
の損害。火災・盗
難を除くタイヤの
単独損害。火災を
除く定着されてい
ない付属品の単独
損害。
〈車対車＋Aの場
合〉相手自動車の
わからない当て逃
げ事故。

主な免責事由など

自動車事故により、車や建物など ・ご契約のお車を運転中の方 (※１)
の他人の財物に損害を与え、法律
やその父母・配偶者・子の持ち
上の損害賠償責任を負担する場合
物や管理中の物などの損害は補
に、保険金をお支払いします。
償の対象となりません。
自動車事故により、ご契約のお車 ・酒気帯び運転や無免許運転によ
り運転者本人が被ったケガや損
に乗車中の方が死傷した場合 (※
２)
害、闘争行為によりその本人が
､その実際の損害額に対して保
被ったケガや損害は補償の対象
険金をお支払いします。
となりません。
自動車事故により、ご契約のお
(※４)
に乗車中の方が死傷した場
車
合に、定額で保険金をお支払いし
ます。
偶然な事故により、ご契約のお車 ・ご契約のお車に存在する欠陥や
自然消耗､故障などの損害､タイ
が損害を被った場合に、保険金を
ヤの単独損害、酒気帯び運転や
お支払いします。
無免許運転による損害は補償の
対象となりません。
車両保険をお支払いできる偶然な
事故により生じる以下の費用や損
害に対して保険金をお支払いしま
す。

ます。
ご契約のお車に搭乗中の方が、自動
車事故によって180日以内に死亡し
たり、身体に後遺障害または傷害
（注5）を被った場合に、定額で保
険金をお支払いします。医療補償に
おいては右記補足事項をご参照くだ
さい。

保険金をお支払いする場合

自動車事故により、歩行者や自動 ・ご契約のお車を運転中の方 (※１)
車に乗車中の方など他人を死傷さ やその父母・配偶者・子が死傷
せ、法律上の損害賠償責任を負担
された場合の損害は補償の対象
する場合に、保険金をお支払いし
となりません。
ます。

お
車
の
補
償

車両付随損害保険
（車両保険をご契
約の方のみご契約
いただけます。ま
た、▲▲では、事
故時レンタカー費
用保険および遠隔
地事故諸費用保険
のみ、特約として
ご契約いただけま
す。）

・レンタカー以外のお車を借りた
【事故時レンタカー費用保険】
場合は補償の対象となりませ
ご契約のお車が修理等で使用でき
ん。
なくなった場合に、レンタカーを
借り入れる費用。
・故障により走行不能となった場
【遠隔地事故諸費用保険】
合は、補償の対象となりませ
ご契約のお車が走行不能となった
ん。
場合の陸送等費用、臨時の宿泊費
用、代替交通機関での帰宅等費用
【積載動産損害保険】
・お車の損傷がない場合など、積
ご契約のお車の車内やトランク等
載動産単独の損害は補償の対象
に積んだ個人の所有する日用品に
となりません。
生じた損害
・補償対象となるサービスは業と
【キャンセル費用保険】
して有償で提供される一定の
ご契約のお車の走行不能や被保険
サービスに限られます。
者の死亡・入院により、予約して
いたホテルやコンサートなどのサ
ービスをキャンセルしたために生
じたキャンセル費用

(※１)ドライバー保険の場合は、
「記名被保険者」と読み替えます。
(※２)ご契約が▲▲・▲▲の場合、記名被保険者・配偶者およびそのご家族の方はご契
（注 1）地震・噴火・津波・革命・内乱・紛争・核燃料物質などによる損害・傷害、
約のお車以外のお車＊１に乗車中＊２や歩行中に自動車事故で死傷した場合も補償
被保険者の故意などはいずれの場合も補償されません。
（注 2）記名被保険者が法人
の対象となります。また、▲▲の場合、自動車以外の交通乗用具に関する事故や
の場合は「人身搭乗中のみ担保特約」が必ず付帯されます。
（注 3）▲▲は交通傷害
建物火災で死傷した場合も補償の対象となります。
事故、▲▲は、交通傷害事故･犯罪被害事故も補償されます。（注 4）▲▲はご契約
＊１ 補償の対象となるお車には一定の制限があります。
のお車が営業用乗用車またはバスの場合は補償を選択しないことができます。（注
＊２ 運転中の場合は、同乗者も補償されます。
5）後遺障害および傷害は被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏 (※３)搭乗者傷害保険・医療保険金のお支払い方法について
付けるに足る医学的他覚所見のないものを除きます。
（注 6）記名被保険者が法人の
ご契約時に「部位・症状別払」と「日数払」のいずれかをお選びください。ただ
場合は選択しないことができます。
（注 7）記名被保険者が法人で人身傷害保険が付
し、ドライバー保険の場合は、「日数払」でのお引き受けのみとなります。
帯されていない場合にかぎり補償を選択しないことができます。
（注 8）ご契約のお (※４)ドライバー保険の場合は、
「借用自動車」と読み替えます。
車が二輪自動車・原動機付自転車の場合の盗難（車両保険のみ）、車両盗難危険不
(※５)車両保険の主なご契約方法と補償範囲について
担保特約が付帯されている場合の盗難事故は補償されません。
（注 9）▲▲および自
下表で○はお支払いできる場合を、×はお支払いできない場合を示しています。
家用 8 車種以外の▲▲では故障は補償の対象となりません。（注 10）故障による保
電柱などの自動車以外の
補償範囲 火災・爆発・盗難 (＊１)・
険金のお支払いは保険期間 1 年につき 1 回となります。
他の自動車との

※「主な補償内容」の補足事項
○示談交渉サービスがあります
対人・対物賠償事故の場合、被保険者（保険の補償を受けられる方）
のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られた場合、当社は、原
則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。この場合、
当社の選任した弁護士が被害者との交渉にあたることがあります。
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ご契約方法

台風・こう水・高潮等に
よる損害

衝突・接触による損害

他物との衝突・接触等に
よる損害（単独事故等）

○

○

○

車対車＋A

○

○ （＊2）

×

限 定 Ａ

○

×

×

一般条件

項目

Ｇ社

Ｈ社

（注５）治療日数が１〜４日の場合は１万円、５日以上の場合は、傷害の部
位・症状に応じて定額の保険金をお支払いします。
（注６）搭乗者傷害保険は、▲▲、▲▲およびドライバー保険の場合に、ご
希望により付帯します。また、医療保険金のお支払方法は「日数払
※１
」が標準となっています。ただし、お客様のご要望に応じて「部
位・症状別定額払※２」をご選択いただくこともできます。
※１：事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内の期間にお
ける入院・通院治療日数（平常の生活または平常の業務に従
事することができる程度に治った日までの、弊社が認めた治
療日数とします。）に対し医療保険金をお支払いします。
※２：治療日数が１〜４日の場合は１万円、５日以上の場合は、傷
害の部位・症状に応じて定額の保険金をお支払いします。
（注７）自損事故保険は、対人賠償保険の適用がある▲▲、▲▲およびドラ
イバー保険に自動付帯されます。
（注８）無保険車傷害保険は、▲▲および対人賠償保険の適用がある▲▲に
自動付帯されます。
なお、記名被保険者が法人の▲▲の場合は、「無保険車傷害に関す
る被保険自動車搭乗中のみ補償特約」が自動付帯されます。
（
「法人
契約の個人被保険者に関する特約」を付帯する場合を除きます。）
（注９）車両保険の補償条件については「一般条件」と「車対車ワイド」の
２種類からお選びください。（○はお支払い対象・×は対象外）
主な事故原因

車同士の
衝突 ・接触

盗難

○

○

○

○

○

(※2)

○

○

○

○

(※ 1)

主な
車両保険の種類
一般条件
車対車ワイド
主な事故原因
主な
車両保険の種類

付帯できる主な特約

○

落書き･
車庫入れ
いたずら
に失敗
･窓ガラス
破損

火災･爆発 飛来中ま
たは落下
中の他物
との衝突

Ｉ社

○搭乗者傷害保険は、保険商品でお支払いの内容が異なります

▲▲・▲▲・▲▲
（部位・症状別定額払）

事故日から１８０日以内に5日以上入通院された
場合、おケガの部位（頭部・手指など）と症状
（骨折・打撲など）に応じて、約款に定めた金額
をお支払いします。入通院日数によってお支払い
する医療保険金の額が変わるものではありませ
ん。また、4日以内の入通院の場合でも、治療給
付金（1万円）はお支払いいたします。

▲▲･ドライバー保険
（日額払）

事故日から180日を限度に入通院日数に応じて約
款に定めた1日あたりの金額をお支払いします。
ただし事故によるおケガの直接の結果として、生
活または業務に支障がある期間内の入通院日数に
限ります。

○左記以外にも各種費用保険があります
契約内容によっては、左記の主な補償内容に加え、対人臨時費用保険
金や車両臨時費用保険金などをお支払いします。詳しくは普通保険約
款および特約条項の「費用」などの項目をご確認ください。

(＊１)ご契約のお車が二輪・原動機付自転車の場合、盗難事故は対象となりません。
(＊２)相手自動車および運転者が確認された場合に限ります。
（あて逃げ等は×となり
ます）

○費用保険金について
自動車保険の対人賠償責任保険につきましては相手方の、人身傷害補償保険に
つきましては被保険者の入院等の状況により「臨時費用保険金」をお支払いし
ます。詳しくは保険約款の「費用」の項目に記載しておりますので、ご参照く
ださい。また、このほか事故発生時にお支払いする各種費用について主な保険
金の一覧をご用意しておりますので、代理店・扱者または弊社までお問い合わ
せください。
○免責事由
免責事由の詳細は保険約款の｢保険金をお支払いしない場合｣の項目に記載さ
れております。
示談交渉について（ドライバー保険を除く）
賠償事故が起きた場合は、弊社は被保険者と相手方との事故解決のためのお手
伝いをします。
被保険者が被害者から損害賠償の請求を受けた場合は、被保険者のお申し出が
あり、かつ、被害者の同意が得られれば、弊社の費用により、被害者との示談
交渉をお引き受けします。
ただし、被保険者が正当な理由なく弊社への協力を拒まれた場合等には、弊社
は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。

台 風･
たつ巻･
こう水･
高 潮

電柱・ｶﾞ 転覆･墜落 あて逃げ
ｰﾄﾞﾚｰﾙに
(相手車
衝突
不明)

一般条件

○

○

○

○

○

車対車ワイド

○

×

×

×

×

※１：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、盗難事故
については保険金をお支払いできません。
※２：「車対車ワイド」は、他の自動車との衝突・接触であっても「相手自
動車の登録番号等」および「その運転者または所有者」が確認できな
い場合、または相手自動車とご契約のお車の所有者が同一の場合は、
保険金をお支払いできません。
▲▲および▲▲に付帯される主な特約とその概要は以下のとおりです。下記
特約の詳細および他の特約については、普通保険約款・特約条項、パンフレ
ット等をご参照ください。（商品改定により特約の内容や付帯できる特約が
前年契約と異なることがありますのでご注意ください。）
特約名

特約の概要

他車運転危険担保特約
▲▲は普通保険約
款、▲▲はご契約
のお車が自家用８
車種 （ 注 ） の場合に
自動付帯

記名被保険者が個人の場合、記 名被 保険 者、 その 配偶
者（内縁を含みます。）または これ らの 方の 同居 のご
親族・別居の未婚のお子様（婚 姻歴 のあ る方 を除 きま
す。）が他人の所有する自家用８ 車種 （ 注 ） の 自動 車を
借 用 運 転 中 に 起 こ し た 対 人 事 故、 対物 事故 、自 損事
故、車両事故（ご契約のお車に 車両 保険 が付 帯さ れて
いる場合に限ります。）につい て保 険金 をお 支払 いし
ます。（車両保険を除き、主契 約の ご契 約金 額（ 保険
金額）が限度となります。）

詳細は普通保険約款および特約条項などをご覧ください。
「◎」
・・条件によって自
動付帯される特約です。
「○」
・・任意付帯の特約です。※自家用 8 車種とは、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 0.5 トン以下）、自家用普通貨物
車（最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下）または特種用途自動車（キャンピング車）
のことをいいます。

他車運転危険担保特約

記名被保険者が個人で他の自動車（自家用8車種に
限り、ご家族の所有自動車などを除きます）を運
◎ 転中の事故に対し賠償責任保険・自損事故保険・
車両保険（所定の要件を満たす場合に限ります）
を適用します。

臨時代替自動車担保特約

ご契約のお車が、整備、修理、点検などのために
整備工場の管理下にある場合、臨時に借り入れる
◎ 代替自動車についてご契約の自動車とみなし、対
人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補
償保険、搭乗者傷害保険などを適用します。

車両価額協定保険特約

契約時のお車と同一の用途・車種・車名・型式・
仕様・初度登録年月の自動車の市場販売価格相当
額を車両保険金額として定めます。また、全損の
◎ 場合は、保険金額の１０％の額（２０万円限度）
を臨時費用保険金としてお支払いします。 （注）
「修理支払限度特約」では協定保険価額とは別に
修理支払限度額を設定することができます。
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主な特約およびその概要のみ記載しています。詳細は特約条項をご参照くださ
い。
特約名

概

要

ファミリーバイク
特約

記名被保険者・配偶者およびそのご家族が、原動機付自
転車を使用中に生じた賠償事故、または原動機付自転車
に乗車中に生じた人身傷害事故（または自損傷害事故）
について、保険金をお支払いします。

●弁護士費用等補償
特約

ご契約のお車に乗車中の方やその所有者が、ご契約のお
車の事故で死傷したり、財物を壊されたりしたときに、
相手との交渉を弁護士に依頼した場合等に必要となる弁
護士費用や訴訟費用等（被保険者１名について300万円限
度）をお支払いします。
なお、▲▲・▲▲の場合、記名被保険者・配偶者および
そのご家族の方はご契約のお車以外のお車に乗車中＊２
や歩行中の自動車事故も補償の対象となります。

●入院時選べる
アシスト特約 ＊１

人身傷害補償保険で補償されるケガで被保険者が３日以
上入院した場合に、補償メニューの中からホームヘル
パー派遣やベビーシッター派遣など、ご希望のサービス
を提供します。

項目

Ｇ社

ファミリーバイク特約
記名被保険者が個
人かつご契約のお
車が自家用８車種
（注）
、二輪自動車
の場合に任意付帯

記名被保険者、その配偶者（内 縁を 含み ます 。） また
は こ れ ら の 方 の 同 居 の ご 親 族 ・別 居の 未婚 のお 子様
（ 婚 姻 歴 の あ る 方 を 除 き ま す 。） が原 動機 付自 転車
（ 借 用 車 を 含 み ま す 。 ） に よ る事 故で 他人 を死 傷さ
せ、または他人の財物に損害を 与え 、法 律上 の賠 償責
任を負われた場合の対人・対物 事故 等に つい て保 険金
をお支払いします。（原則とし て、 主契 約の ご契 約金
額（保険金額）が限度となります。）

対物事故により、相手自動車の 修理 費が その 時価 額を
相 手 自 動 車 全 損時 超過 超 え る 場 合 で 、 時 価 額 を 超 え る修 理費 等を 被保 険者
（保険の補償を受けられる方） が負 担し た場 合に 、過
修理費等担保特約
失割合に応じて５０万円を限度 に保 険金 をお 支払 いし
（任意付帯）
ます。

弁護士費用等担保特約
（任意付帯）

自動車事故により、被保険者（ 保険 の補 償を 受け られ
る方）が死傷されたり、所有す る財 物（ 記名 被保 険者
が法人の場合は、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。）が 損傷 する など の損 害を
被り、相手方への損害賠償請求 の交 渉を 弁護 士に 依頼
した場合などに必要となる弁護 士費 用等 に対 して 、所
定の金額を限度に保険金をお支払いします。

（注）自家用８車種とは、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 0.5 トン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量
0.5 トン超２トン以下）および特種用途自動車（キャンピング車）
をいいます。

Ｈ社

被保険自動車の
入替自動担保特約

◎

被保険自動車の盗難に関
する代車等費用担保特約

◎

車両無過失事故に関する
特約（▲▲のみ）

◎

対物全損時修理差額費用
担保特約

○

車両新価特約

○

ファミリーバイク特約

○

個人賠償責任危険担保
特約

○

車両保険の免責金額に関
する特約

○

●その他ご注意いただきたい特約（主なもの）
搭乗者傷害「医療保険金・日数払」担保特約（▲▲に任意付帯）
人身傷害保険の補償条件にかかわらず、被保険者（保険の補償を受けられ
る方）がご契約のお車に搭乗中の場合の事故のみが補償の対象となります。
また、保険金のお支払方法は、前記「１．（３）①−（注６）※１」の「日
数払」と同様となります。なお、人身傷害保険の入通院一時金はお支払いで
きません。
車両保険の免責金額に関する特約（車両免ゼロ特約）
（▲▲で、車両保険の免責金額が「３万円」
「５万円」
「３−１０万円」また
は「５−１０万円」の場合に任意付帯）
他の自動車との衝突・接触事故（「相手自動車の登録番号等」および「そ
の運転者または所有者」が確認できない場合、または相手自動車とご契約の
お車の所有者が同一の場合を除きます。）の場合に限り、免責金額３万円ま
たは５万円を適用しません。
財物損害担保特約の積載動産損害および積載動産損害担保特約（個人用・
事業用）
（財物損害担保特約は▲▲に、積載動産損害担保特約（個人用・事業用）は
自家用８車種の▲▲に任意付帯）
財物損害担保特約または積載動産損害担保特約（個人用）に重ねて車両盗
難不担保特約を付帯された場合、または車室外積載装置に収納された動産の
単独損害の場合は、盗難による損害については保険金をお支払いできませ
ん。また、積載動産損害担保特約（事業用）については、車両盗難不担保特
約の付帯有無にかかわらず盗難による損害については保険金をお支払いで
きません。
費用保険金等不担保特約 （▲▲に任意付帯）
対人臨時費用保険金、人身傷害保険の入通院一時金、車両全損時諸費用保
険金および車両盗難対策費用保険金をお支払いしません。
保険期間

ご契約のお車を廃車・譲渡などにより新規取得自
動車と入替える際、入替自動車の取得日の翌日か
ら30日以内に入替手続を行うなど所定の条件をみ
たした場合には、入替自動車をご契約のお車とみ
なします。
お車（自家用8車種の場合）が盗難（一部分のみの
盗難を除く）により使用不能となった場合に、所
定の保険金をお支払いします。
車両保険または身の回り品特約で保険金をお支払
いした場合で、相手自動車との衝突でご契約のお
車の運転者に過失がなかったときには、免責金額
および次契約のノンフリート等級の決定におい
て、保険金を支払わなかったものとして取扱いま
す。ただし「相手自動車」と「その運転者または
所有者」が確認できる場合に限ります。
対物賠償保険が支払われる場合に相手自動車が全
損となり、時価額をこえた修理を行ったときにお
支払いします。
ご契約のお車が事故で全損または新車価格相当額
の50%以上の損害が発生し、代替自動車を取得また
は協定保険価額をこえて修理する場合に新車価格
相当額を限度に保険金をお支払いします。
記名被保険者またはそのご家族が原動機付自転車
（借用車を含みます）を運転中に起こした事故に
ついて保険金をお支払いします。人身傷害タイプ
と自損事故タイプがあります。
日常生活において生じた偶然な事故で、他人を死
傷させたり他人の財物に損害を与えて、法律上の
損害賠償責任を負ったときに保険金をお支払いし
ます。
相手自動車との衝突・接触事故（相手自動車確認
が条件となります）により車両保険をお支払いす
る場合に、免責金額が5万円のときは免責金額を差
し引かないこととする特約です。

ご契約期間（保険期間）は原則として１年間ですが、１年未満の短期契約、 保険期間は原則として 1 年間となります。ただし、１年超の長期契約や 1
または１年を超える長期契約とすることもできます。詳細は取扱代理店また 年未満の短期契約も可能です。なお、実際にご契約いただく保険期間につ
きましては、申込書にてご確認ください。
は弊社までお問い合わせください。
なお、実際にご契約いただく保険期間については申込書にてご確認くださ
い。
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Ｉ社

対物超過修理費用
補償特約

対物賠償責任保険の保険金が支払われる場合で、相手自
動車の修理費（６ヶ月以内に生じた修理費に限ります）
がその時価額を超過するときに、修理費と時価額の差額
について保険金（50万円限度）をお支払いします。

●▲▲には、これらの特約が自動的に付帯されています。また、これらの特約
を外したタイプ（▲▲といいます。）でのご契約も可能です。
＊１ 正式名称：人身傷害諸費用補償特約
＊２ 運転中の場合は、同乗者も補償されます。

保険期間は原則１年間ですが、１年未満の短期契約や、自動車保険の場合は１
年超の長期契約も可能です。お客様のご契約の保険期間については、申込書を
ご確認ください。

項目
引受条件

Ｇ社

Ｈ社

Ｉ社

①ご契約金額（保険金額）について
対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険
等および一部の特約については、ご契約金額（保険金額）をお決めの上、ご
契約いただきます。保険金額の設定方法の詳細は、取扱代理店または弊社ま
でお問い合わせください。なお、実際にご契約いただく保険金額については
申込書にてご確認ください。
②記名被保険者・車両所有者について
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保
険等の被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲等を決めるための重要
な事項ですので、正確にご申告ください。
また、車両所有者は車両保険金を受け取る方になります。自動車検査証の
所有者欄等でご契約のお車の所有権を有する方をご確認の上、保険契約者と
異なる場合は申込書にご記入ください。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、リースカーの場合はその借主についてもご記
入ください。
○補償の対象となる運転者の範囲について
ア．運転者年齢条件、子供追加特約の年齢条件等について
▲▲または自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）、二輪自動車、原動機付
自転車で▲▲をご契約される場合には、運転される可能性のある最も若い方
の年齢に応じて、以下のいずれかの年齢条件を選択してください。
①年齢を問わず補償、②21 歳以上補償、③26 歳以上補償
④30 歳以上補償、⑤35 歳以上補償
また、記名被保険者の同居のお子様、その配偶者または▲▲の場合で別居
の未婚のお子様（婚姻歴のある方を除きます。）が運転される場合は、
「子供
追加特約」により「運転者の年齢条件」を変更せずに補償の対象に追加する
ことができます。お子様の年齢に応じて「子供追加特約」の年齢条件を選択
してください。
なお、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。
（注１）▲▲の場合は、○ａ「記名被保険者」、○ｂ「○ａの配偶者（内縁
を含みます。）
」、○c「○ａ○b いずれかの方の同居のご親族」、ま
たは○ｄ「○ａ〜○c の方の使用人」の中で最も若い方の年齢に応
じて年齢条件を選択してください。（▲▲の場合は、○ａ〜○ｄの
方以外については、年齢条件および「子供追加特約」の年齢条件に
かかわらず補償の対象となります。）
（注２）▲▲の場合で、ご結婚後別居されているお子様または友人・知人な
どでご契約のお車を運転される方がいらっしゃる場合には、「家族
運転者等以外の年齢を問わず担保特約」を付帯することにより、年
齢条件を変更せずに補償の対象とすることができます。
（下記「イ．
運転者限定特約」と同時に付帯することはできません。）
（注３）お子様が所有もしくは主に使用するお車または二輪自動車および原
動機付自転車の場合や、６等級（Ａ）〜（Ｃ）、
（Ｅ）、
（Ｇ）のご契
約の場合は「子供追加特約」を付帯することはできません。
（注４）⑤は▲▲の場合のみ選択できます。また、原動機付自転車の場合は
①または②のいずれかを選択してください。
（注５）ドライバー保険の場合は、記名被保険者ご本人のみが補償の対象で
すので、記名被保険者の年齢により「２１歳未満」または「２１歳
以上」の年齢区分を選択してください。
イ．運転者限定（家族限定、夫婦限定、本人限定）特約（割引）について
この特約は、▲▲または自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）で記名被保
険者を個人とする▲▲をご契約される場合に、補償の対象となる運転者を以
下の○の方に限定することにより保険料を割り引く特約です。

(1)記名被保険者の記入
記名被保険者（ご契約のお車を日常主に使用される方）を、申込書の賠償
被保険者欄にご記入ください。なお、賠償被保険者欄が空欄の場合は、ご
契約者が記名被保険者となります。また、記名被保険者を中心に被保険者
の範囲が定められます。
(2)車両所有者の記入
車両保険契約の有無にかかわらず、車両所有者がご契約者と異なる場合
は、必ず申込書の車両所有者欄にご記入ください。誤りがある場合には、
保険金をお支払いできない場合やご契約が解除される場合があります。
(3)記名被保険者の免許証の色を確認（▲▲・▲▲）
保険期間の初日時点で記名被保険者の運転免許証の色がゴールドで、か
つ、運転者の年齢条件が２７歳以上担保、３０歳以上担保または３５歳以
上担保の個人契約に対しては、保険料を割り引きます。
(4)運転者の年齢条件を選択
運転する可能性のある最若年の方の年齢でご選択ください（ドライバー保
険を除く）。なお、子供特約を付帯した場合、子供の年齢条件を別に定め
ることができます。また、臨時運転者特約を付帯した場合、下記(5)①〜
④（③は別居の未婚の子を除く）など以外の方が運転中の事故については
年齢条件にかかわらず補償の対象となります（▲▲およびドライバー保険
は臨時運転者特約は選択できません）

①記名被保険者（保険証券に記載される被保険者）の選定について
記名被保険者は、賠償責任保険や人身傷害補償保険の被保険者の範囲等を決め
るための重要な事項です｡ご契約のお車を主に使用される方１名(法人で使用
される場合は１法人)をお選びください｡また、ドライバー保険の記名被保険者
は、運転免許証（仮免許を除きます）所持者に限ります。
「主に使用される方」
とは、以下のいずれかとなります。
(１)ご契約のお車を主に運転される方
(２)以下のいずれかに該当する、ご契約のお車を自由に支配・使用する正当な
権利を有する方（▲▲の場合はご契約のお車を運転しない方は除きます）
ａ．自動車検査証の「所有者」欄に記載の方（所有者）
ｂ．自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に記載の方
ｃ．上記ａ．の名義がやむを得ず実態を反映していない場合は、実際の所
有者

家族限定

夫婦限定

本人限定

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 ①〜④以外の方

○
×

▲▲：×

▲▲：○

×

▲▲：×

▲▲：○

×

③保険金額（ご契約金額）の設定について
保険金額の設定につきましては補償の項目ごとに金額をお決めいただくもの
と、既に金額が定まっているものがあります。お客様のご契約の保険金額につ
いては、申込書をご確認ください。車両保険・人身傷害補償保険の保険金額に
ついては、「Ⅲ．その他のご注意点のご説明｣や申込書裏面もご確認ください。

▲▲・▲▲
下記の①〜⑥の契約条件のうちいずれか1つをお選びいただけます。
①全年齢担保 ②２１歳以上担保
③２４歳以上担保 ④２７歳以上担保
⑤３０歳以上担保 ⑥３５歳以上担保
▲▲・▲▲
ご契約のお車が自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）、二輪自動車、原動機付
自転車の場合、運転者の年齢により下記の①〜④（▲▲および原動機付自転車
については①または②）の契約条件のうち、いずれか1つをお選びいただけま
す。
①全年齢担保 ②２１歳以上担保
③２６歳以上担保 ④３０歳以上担保

(5)補償される運転者の範囲を選択
運転者家族限定特約または運転者「本人・配偶者」限定特約の補償対象と
なる運転者は下記の通りです（保険種類によって対象となる車種が限定さ
れる場合があります）。
補償される運転者の範囲

運転者
運転者家族
「本人・配偶者」
限定特約
限定特約

① 記名被保険者

○

○

② ①の配偶者（内縁を含みます）

○

○

③ ①②の同居の親族および別居の未婚の子（※2）

○

×

④ ①〜③の業務に従事中の使用人

×

×

⑤ 上記以外の方

×

×

(6)ご契約のお車の使用目的を選択（▲▲・▲▲）
ご契約のお車の使用目的を次からお選びください。誤りがある場合、保険
金をお支払いできないことがあります。
ご契約のお車を定期的（週5日以上または月15日以上）に、
かつ、継続して業務（仕事）に使用する場合

業務使用

「業務使用」に該当せず、ご契約のお車を定期的（週5日以
通勤・通学使用 上または月15日以上）に、かつ、継続して通勤･通学（最寄
り駅などへの送迎を含む）に使用する場合
日常・
レジャー使用

「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれも該当しな
い場合

(7) 保険金額の設定
保険金額の設定につきましては、補償の項目ごとに金額を決めるものと既
に金額が定まっているものがあります。お客様の補償の項目ごとの保険金
額は、申込書にてご確認ください。詳細は当社または代理店にご確認くだ
さい。
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②自動車保険の車両所有者について
車両所有者は車両保険金を受け取る方になります。車検証等の所有者欄をご確
認の上、ご契約のお車の所有権を有する方のお名前を申込書にご記入くださ
い。また、所有権留保条項付売買契約やリース契約の場合は、買主や借主のお
名前をご記入ください。

④補償される運転者の範囲について
（契約種類により対象車種の制限があります｡）
●運転者家族限定特約(家族限定割引)、運転者本人・配偶者限定特約(本人・
夫婦限定割引)
「運転者家族限定特約」の場合は記名被保険者、配偶者およびそのご家族に､
｢運転者本人・配偶者限定特約」の場合は記名被保険者および配偶者に運転者
を限定することで保険料を割り引くことができます。ただし、これら以外の方
が運転中の事故は原則として保険金をお支払いできません。
●運転者の年齢条件
お車を運転される一番若い方の年齢に応じて、運転者の年齢条件を設定いただ
くことで、保険料を割り引くことができます。年齢条件を満たさない方が運転
中の事故は原則として保険金をお支払いできません。
a.年齢を問わず補償 b.21 歳以上補償 c.26 歳以上補償 d.30 歳以上補償
e.35 歳以上補償
(※１)▲▲では記名被保険者・配偶者および同居の親族等についてのみ年齢条件が適用
されますので、それらの方のうち、一番若い方の年齢に応じて設定いただけます。
(※２)e.は▲▲のみ設定いただけます。
(※３)ご契約のお車が原動機付自転車の場合は、a.または b.のみ設定いただけます。

⑤【ご契約のお車の使用目的について】
▲▲の場合は､ご契約のお車の使用実態・目的が、｢業務使用｣｢通勤・通学使用｣
｢日常・レジャー使用」のいずれの区分に該当するか（保険料が異なります）
をご判断いただきお選びいただきます。詳しくは、ご契約の代理店・扱者また
は弊社までお問い合わせください。

項目

Ｇ社

Ｈ社

Ｉ社

保険料は、お車の用途・車種・型式・使用目的・保険金額・適用されるノ
ンフリート等級などによって決定されます。なお、実際にご契約いただく
お客様の保険料につきましては、申込書にてご確認ください。

保険料はお車の種類、使用目的、ご契約の保険金額、適用される等級等により
異なります。具体的な保険料につきましては代理店・扱者または弊社までお問
い合わせください。また、実際にご契約いただくにあたっての保険料は申込書
に記載されたものとなりますので必ずご確認ください。

●▲▲をご契約されるお客様へ
▲▲は、
「ご契約のお車の使用目的」
「記名被保険者の免許証の色」により
保険料が異なりますので、ご契約時に必ずお申し出ください。なお、お申し
出いただいた事項に誤りがある場合には、事故の際に保険金をお支払いでき
なかったり、また、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意
ください。
日常・レジャー
使用

｢通勤・通学使用｣および｢業務使用｣
のいずれにも該当しない場合をいい
ます。

ご使用のお車の
通勤・通学使用
使用目的

｢業務使用｣に該当せず、ご契約のお
車を定期的かつ継続して(年間を通
じて月15日以上)通勤・通学(最寄り
駅等への送迎を含みます。)に使用
する場合をいいます。

業務使用
ゴールド （ 注 ）

記名被保険者の
ゴールド以外
免許証の色

(ブルー・グリーン)

保険料に関する事項

保険料払込みに関する事項

ご契約のお車を定期的かつ継続して
(年間を通じて月15日以上)業務に使
用する場合をいいます。
ご契約期間(保険期間)の初日時点の
免許証の色をいいます。

（注）免許証の色がゴールドの場合は、免許証の有効年月を確認させていた
だきます。
保険料は、保険種類、お車の種類、ご契約金額（保険金額）、ノンフリー
ト等級別割引・割増率等により決定されます。具体的な保険料については取
扱代理店または弊社までお問い合わせください。なお、実際にお支払いいた
だく保険料は申込書記載の金額となりますのでご確認ください。
（注）▲▲の場合は、ご契約のお車の使用目的および記名被保険者の免許証
の色によっても保険料が異なります。
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払方式
と複数回に分けてお支払いいただく分割払方式（通常、分割払方式は所定の
割増が適用されます。）があります。また、口座振替をご利用いただく方法
と取扱代理店に直接お支払いいただく方法等がございます。詳細は取扱代理
店または弊社までお問い合わせください。
（注）ご勤務先等と弊社の間で集金事務委託契約を締結している場合には、
給与天引き等による集金も可能です。（団体扱契約または集団扱契約
の場合）

主なお支払い方法
口座振替方式

保険料の払込手段には、一括払と分割払（原則割増あり）があります。ま
た、払込方法には、口座振替方式、クレジットカード払方式（承認代理店
に限る）などがありますので、お客様のご希望にあった払込手段・払込方
法をお選びください。また、下記を除き、原則ご契約と同時に保険料をお
支払いいただきます。
■▲▲および保険料後払特約付き契約の場合
▲▲および保険料後払特約を付帯した契約の保険料（分割払の場合は初回
保険料）は、保険始期の翌月に口座振替によりお支払いいただきます。な
お、一括払の場合は払込票により郵便局、当社指定のコンビニエンススト
アまたはＰａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）利用可能な金融機関を通じて保険
始期の翌月末までにお支払いいただくこともできます。

配当金に関する事項

▲▲でご契約いただいた場合を除き、満期返れい金・契約者配当金はあり 当社の自動車保険には満期返戻金・契約者配当金はありません
ません。
▲▲でご契約いただいた場合は、保険期間が満了し、保険料全額のお支払
いが完了しているときには、保険証券に記載の満期返れい金をお支払いしま
す。また、積立部分の保険料を弊社が運用した結果、予定の利回りを超えた
場合は、契約者配当金をお支払いします。
（注）▲▲については、
「▲▲をご契約のお客様にご注意いただきたいこと」
についても必ずご確認ください。

解約返戻金等の有無及びそれらに関す
る事項

ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申し出くださ
い。解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還または
ご請求させていただくことがあります。詳細は取扱代理店または弊社までお
問い合わせください。

○ご契約を解約される場合
当社または当社代理店にお申し出ください。解約に際しては、解約時の条
件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返
戻金としてお支払いする場合または未収保険料分を請求させていただく
場合があります。

免責事由等の保険金等を支払わない
場合

（１）保険金をお支払いできない主な場合について
次の損害または傷害に対しては保険金をお支払いできません。なお、保険
金をお支払いできない場合の詳細につきましては、普通保険約款・特約条項

次に掲げる損害に対しては保険金をお支払いいたしません。詳細は普通保
険約款・特約条項の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されており
ますので、ご参照ください。
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クレジットカードによるお支払い
コンビニエンスストアでのお支払い

分割払

○

(割増率５％

一時払
※１

)

○

×

※２

○

×

※２

○

ご契約と同時に保険料をお支払いいただく直接集金方式や、お勤め先やご所属
の団体等を通じて集金する団体扱や集団扱でご契約できる場合もございます。
また、弊社の分割払には、満期払いもどし金付きの月掛払もございます。なお、
短期契約や一部の長期契約、ドライバー保険は分割払によるお支払いはできま
せん。
※１一定の条件を満たすご契約の場合、割増率のない「大口分割払」でご契約できる場
合があります。
※２一部の代理店・扱者では、分割払の初回保険料のみ、クレジットカードによるお支
払い・コンビニエンスストアでのお支払いのお取り扱いができる場合があります。

自動車保険・ドライバー保険には満期返れい金・契約者配当金はございません。
また、ご契約の解約に際しては、返れい金をお支払いできる場合がございます。

ご契約を解約される場合には、ご契約の代理店・扱者または弊社にご通知くだ
さい。契約内容および解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険
料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。この場合、
返還または請求させていただく保険料は保険料の払込方法や解約事由の別に
より異なります。詳しくはご契約の代理店・扱者または弊社までお問い合わせ
ください。
主な場合のみ記載しています。詳細は「保険約款」をご参照ください。
①相手方への賠償
（対人賠償責任保険・対物賠償責任保険）

項目

Ｇ社

Ｈ社

の「保険金をお支払いしない場合」の項目をご参照ください。
補償内容

保険金をお支払いできない主な場合

共通

○戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動
によって生じた損害
○地震、噴火、津波または核燃料物質等によって生じた損
害（搭乗者傷害保険および車両保険については、特約を
付帯することにより、地震、噴火、津波による損害を補
償することもできます。）

相手方への賠償

○ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方をいい
ます。以下同じとします。）の故意によって生じた損害
○台風、こう水、高潮によって生じた損害
○被保険者が第三者と約定することによって損害賠償責任
額が加重された分の損害
○次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された
場合に、それによって被保険者が被った損害（対人賠償
保険の場合）
・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
（内縁を含みます。以下同じとします。）もしくはお
子様
・被保険者のご父母、配偶者またはお子様
・被保険者の業務（家事を除きます。以下同じとします。
）に従事中の使用人
・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし
、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用し
ている場合に限ります。（ご契約のお車の所有者および
記名被保険者が個人のときで、記名被保険者が損害賠償
責任を負担した場合を除きます。）

相手方への賠償

○次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する
財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被
った損害（対物賠償保険の場合）
・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
・被保険者またはそのご父母、配偶者もしくはお子様

ご自身・ご家族・
同乗者の補償

○被保険者の故意、闘争行為、自殺行為または犯罪行為に
よってそのご本人に生じた損害
○お車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得な
いでお車に搭乗中の方に生じた損害
○無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影響により正
常な運転ができないおそれがある状態で運転している場
合に、そのご本人に生じた損害

お車の補償

○ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故
意によって生じた損害
○国または公共団体の公権力の行使（消防または避難に必
要な処置を除きます。）によって生じた損害
○詐欺または横領によって生じた損害
○お車に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然消耗
による損害または故障損害
○お車に定着されていない付属品（火災による損害を除き
ます。）またはタイヤ（盗難または火災による損害は除
きます。）の単独損害
○無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影響により正
常な運転ができないおそれがある状態で運転している場
合に生じた損害

【相手方への賠償】
■当社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害
■ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害
■台風、こう水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、
核燃料物質などによって生じた損害
■次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それに
よって被保険者が被った損害
・記名被保険者
・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者（内縁を含みます。
以下同様とします）もしくは子
・被保険者の父母、配偶者または子
・被保険者の業務（家事を除きます。以下同様とします）に従事中の使
用人
・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人（ただし、被保険者が
ご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります）。
ただし、ご契約のお車の所有者および記名被保険者が個人の場合は補
償される場合があります。
■次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を被
った場合に、それによって被保険者が被った損害・記名被保険者
・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
・被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
など
【ご自身の補償】
■地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによ
って生じた傷害・損害
■被保険者の故意などによって生じた傷害・損害
■異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた傷害・損害
■被保険者が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に
生じた傷害・損害
■無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響による運転に
より、その本人に生じた傷害・損害
■被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によって生じた傷害・
損害（その者の受け取るべき金額部分）
■保険金を受け取るべき者の故意などによって生じた傷害・損害（その者
の受け取るべき金額部分）
■他の自動車に競技・曲技・試験のために搭乗中に生じた損害・傷害など
【お車の補償】
■ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方などの故意によって
生じた損害
■無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響による運転に
より生じた損害
■地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによ
って生じた損害
■詐欺または横領によって生じた損害
■故障損害
■差押さえなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
■ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消
耗
■タイヤの火災・盗難を除く単独損害およびご契約のお車に定着されてい
ない付属品の火災を除く単独損害
■法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害など
【補償される運転者の範囲】
■ご契約の運転者の年齢条件を満たさない方が運転中の事故に対しては
保険金をお支払いできません。
■［運転者家族限定特約（家族限定割引）］
［運転者「本人・配偶者」限定
特約（本人・配偶者限定割引）］を付帯されている場合、限定者以外の
方が運転中の事故に対しては保険金をお支払いできません。
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Ｉ社
●弊社以外の者との約定により加重された賠償責任(弊社が関与していない賠
償責任)によって生じた損害
●ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害
●戦争、外国の武力行使、暴動、台風、こう水、高潮、地震、噴火、津波によ
って生じた損害、核燃料物質等によって生じた損害など
対人賠償責任保険 固有
●次のいずれかに該当する方の生命・身体が害された場合に、それによって被
保険者が被った損害
・記名被保険者
・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者(内縁を含みます。以
下同様とします)
もしくは子(※)
・被保険者の父母、配偶者または子
・被保険者の業務（家事を除きます。以下同様とします）に従事中の使用人
・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人（被保険者がご契約のお車
をその使用者の業務に使用している場合のみ。ただし、ご契約のお車の所
有者および記名被保険者が個人の場合は補償される場合があります。)
(※)
など
対物賠償責任保険 固有
●次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を被った
場合に、それによって被保険者が被った損害
・記名被保険者
・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子(※)
・被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
など
(※)ドライバー保険を除きます。
②ご自身の補償
（人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険）
●戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃
料物質等によって生じた損害
●被保険者の故意などによってその本人に生じた損害
●極めて異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の者に生じた損害
●被保険者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に乗車中に、そ
の本人に生じた損害
●無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損
害
●被保険者の闘争行為、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
●保険金を受け取るべき者の故意などによって生じた損害（その者の受け取る
べき金額部分）など
▲▲・▲▲の人身傷害補償保険 固有
●被保険者が、ご契約のお車以外で、かつ記名被保険者、配偶者およびそのご
家族（同居の親族、別居の未婚の子(※)をいいます。以下同様とします）が
所有または主として使用する自動車に乗車中に生じた損害
●ご契約のお車以外の自動車のうち、記名被保険者、配偶者およびそのご家族
がその使用者の業務のために当該使用者の所有する自動車を運転中に、その
本人および同乗者に生じた損害など

▲▲の人身傷害補償保険 固有
●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中に生じた損
害
●交通乗用具について、業務上荷物・貨物の積込み・積卸し・整理作業中に生
じた損害 など
(※)法律上の婚姻歴のない方をいいます。

項目

Ｇ社

Ｈ社

Ｉ社

【車両保険の免責金額】車両保険では、免責金額（自己負担額）がありま
す。免責金額は定額の場合と増額になる場合（2 回目以降の事故に適用さ
れる自己負担額が 1 回目の事故のものより高い金額になる方式）がありま
す。ご契約の免責金額につきましては、申込書にてご確認ください。

③お車の損害
（車両保険・車両付随損害保険）
●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意によって生じた損
害
●無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害
●戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃
料物質等によって生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害
●故障損害
●国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
●ご契約のお車（積載動産損害保険の場合は積載動産）に存在する欠陥、摩滅、
腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害
●タイヤおよびご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(火災･盗
難は除きます(※１)
●法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
など
車両付随損害保険 固有
●通貨、有価証券、貴金属、書画、骨とう、美術品、設計図、帳簿、動物等に
生じた損害(※２)
●極めて異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の者に生じた損害(※３)
●被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害にともな
い、被保険者がキャンセル費用を負担したことによって被った損害(※３)
など
※１ 積載動産損害保険を除きます。
※２ 積載動産損害保険に限ります。
※３ キャンセル費用保険に限ります。

(２)補償される運転者の範囲について
＜ご契約時＞
自動車保険では｢運転者家族限定特約｣・｢運転者本人・配偶者限定特約」の付
帯や､運転者の年齢条件の設定により、保険料を割り引くことができますが、
これらの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。今一度、｢Ⅰ．契約概要のご説明｣および申込書をご確認
ください。
(３)免責金額（自己負担額）
＜ご契約時＞
キャンセル費用保険については免責金額（自己負担額）が設定されています。
また、車両保険、車両付随損害保険、対物賠償責任保険では免責金額つきのご
契約の場合があります。ご契約の免責金額については申込書をご確認くださ
い。
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