
＊1 搬送先の修理工場等について、東京海上日動が事前に承認した場合は、無制限とします。
※東京海上日動がJAFまたは提携会社を通じてご提供します。
※車両搬送費用補償特約による補償の対象となる車両搬送費用については、保険金としてお支払いします。
※サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、付帯サービスは原則として無料でご提供します。
※一定のご利用条件があります。詳細はちょいのり保険サイトに掲載の「ロードアシスト利用規約」をご参照ください。
※ご利用にあたっては、必ず事前に東京海上日動までご連絡ください。事前のご連絡なく独自に手配されますと、ロードアシストによる「車両搬送サービス」
および「付帯サービス」の提供を行うことができません。ただし、車両搬送費用補償特約による保険金をお支払いする場合があります。

ちょいのり保険（1日自動車保険）
のご利用日数（保険責任期間）

無事故割引率＊5

6等級（S）7等級（S）
5～9日 8% 2%
10～19日 15% 4%
20日以上 20% 5%

新たに東京海上日動の自動車保険または超保険（新総合保険）の自動車に関する補償をご契約いただく場合に、ちょい
のり保険（1日自動車保険）に保険事故がないときは、その利用日数（保険責任期間）に応じて、割引を適用します。

ご契約のお車の用途・車種が主な自家用車＊2で、6等級（Ｓ）または７等級（Ｓ）を
適用する新規ノンフリート契約

事故や故障により借りたお車が走行不能になった場合に、修理工場等まで
レッカー搬送を行います（1回の事故等について15万円＊1を限度に補償します。）。

ちょいのり保険（1日自動車保険）と同一の記名被保険者で、始期日の属する事業年度＊3
を含めた過去３事業年度において、通算５日以上を保険責任期間としてちょいのり保険
（1日自動車保険）に加入しており、かつ、保険事故＊4が発生していないこと

対象となる
ご契約

適用条件

車両搬送サービス

●緊急時応急対応サービス　 ●燃料切れ時ガソリン配達サービス　 ●おクルマ故障相談サービス付帯サービス

1日自動車保険無事故割引

ロードアシスト（車両搬送費用補償特約およびサービス） 自動セット

※事故現場アシストは、東京海上日動がグループ会社を通じてご提供します。
※本サービスは、無料でご提供します。なお、サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。

お客様が最も不安な「事故発生から24時間」をしっかりサポートします。

事故現場でお困りの場合に、専門スタッフ
がお電話にてご相談を承り、状況に応じて
アドバイスします。

事故の際のアドバイス

事故のご連絡を受け付けた後、ご要望に応
じて修理工場・病院等への各種手配や被
害者への連絡等を行います。

初期対応

初期対応を行った場合には、24時間以内
にお客様へ状況をご報告します。

24時間以内の状況報告

事故現場アシスト（サービス） 自動セット

24時間365日対応

借りたお車について、事故や故障時のレッカー搬送、故障やお車のトラブル時の応急対応等を行います。 24時間365日対応
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東京海上日動 1日自動車保険カスタマーセンター

（年末年始を除く平日、土日祝）

加入するほど

おトクに！
加入するほど

おトクに！

＊2 主な自家用車とは、お車の用途・車種が自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）、自家用貨物車［普通（最大積載量2トン以下）・小型・軽四輪］、特種用途
自動車（キャンピング車）であるものをいいます（レンタカーを含みます。）。

＊3 4月1日から翌年3月31日までの1年間を1事業年度とします。
＊4 「搭乗者傷害特約（一時金払）のみ」、「車両搬送費用補償特約のみ」または「これらの組み合わせ」の保険事故は含みません。
＊5 2015年10月時点の割引率であり、将来変更となる場合があります。

※このチラシのご案内は、ちょいのり保険のご契約を対象としております。
※このチラシに記載されている内容につきまして、ご不明な点がございましたら、下記に記載の東京海上日動1日自動車保険カスタマーセンターもしくは、下記
お問い合わせ先に記載された代理店までお問い合わせください。
※このチラシは「ちょいのり保険」および「1日自動車保険無事故割引」の概要を記載したものです。適用できる割引や特約等には一定の条件がある場合があり
ます。なお、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは、「約款」をご確認ください（「約款」はホームページでもご確認
いただけます。）。ご不明な点等がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
※ご契約に関する個人情報は、東京海上日動プライバシーポリシーに基づき取扱います。詳しくは、東京海上日動のホームページをご参照ください。

後日、対象外の自動車でご加入した事実が判明した場合や、車検切れのお車、登録を抹消していたお車、実在していないお車および運転するご予定のないお
車でご加入した事実が判明した場合には、ご加入内容を取り消すことがあります。この場合、１日自動車保険無事故割引の適用にあたり、ご利用日数として取
り扱いません。ご加入内容につきまして、代理店または東京海上日動からお客様、借りたお車の所有者等に対して直接確認をさせていただくことがあります。

自動車

2016年4月1日以降始期用

ちょいのり保険
「ちょいのり保険」は「一日単位型ドライバー保険特約（包括方式）
に基づき通知された自動車運転者保険」のペットネームです。

Safety Drive with "ちょいのり保険"
東京海上日動は、「ちょいのり保険」の普及を通じて
“無保険運転事故の縮減”に貢献します。E26-86050（4）改定201512



＊2＊2

借りたお車を運転中の事故を
補償する「ちょいのり保険」は、
ニーズに合わせて
2つのプランから
お選びいただけます。＊5

借りたお車のトラブルにも、
しっかり対応する
ロードアシストも
ご利用いただけます！

詳しくは裏面へ

借りたお車の自動車保険に
運転者の範囲や年齢を限定する特約
がついていると……

借りたお車を運転中に事故を起こし
その自動車の保険で保険金の支払い
を受けると……

1日500円＊2から
必要な日だけご加入OK!＊3保険料は1日

500円！
保険料は1日

500円！

いつでも
申込み可能！

＊4いつでも
申込み可能！

＊4

携帯電話でいつでも
お申込み可能！＊4

加入するほど

おトクに！
加入するほど

おトクに！
新たに自動車保険を
ご契約する際無事故なら、
利用日数に応じて
最大２０％割引！

次の契約の保険料が
あがって迷惑をかけて
しまうかも…

いずれのプランも
自動セット

そんなとき
役に立つのが
1日単位で
加入できる

運転中の事故が
補償されないかも…

・ご加入にあたっては運転される方の事前登録が必要です。
・対象となる自動車は、自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）です。
・ご本人（記名被保険者）、ご本人の配偶者、法人が所有するお車、これらの方が実態上所有するお車および
レンタカーは対象外です。
・運転するご予定がない場合は、ご加入いただけません。
・ご利用の携帯電話のサービスの状況、災害、システムのメンテナンス・障害等によりご加入いただけない場合があります。

事故で借りたお車が壊れてしまったときの補償

1,500円1日＊7
あたり

500円1日＊7
あたり

車両補償あり
プラン＊5
車両補償なし
プラン

相手方への賠償 車両補償（借りたお車の補償）
自損事故傷害特約 借用自動車の復旧費用補償特約

ご自身・同乗者の補償
補償内容（○：対象、×：対象外）

対人・対物賠償責任保険
保険金額無制限

搭乗者傷害特約（一時金払）
支払限度額300万円

免責金額（自己負担額）15万円

ロードアシスト

＊1

＊1 借りたお車の自動車保険に「運転者家族限定特約」、「運転者の年齢条件特約」がセットされている場合でも、その保険
の記名被保険者の別居の未婚のお子様は補償されます。

＊5 ご利用開始日が事前登録した日から7日以内の場合等は車両補償ありプランはご利用いただけません。あらかじめご了承願います。 ＊6一時金10万円は、入院・通院日数が通算して5日以上の場合にお支払いする入通院給付金の基準額です。
入院・通院日数が通算して4日以内の場合は、入通院給付金ではなく治療給付金を1万円お支払いします。 ＊7 「1日」とは、0時（ご利用開始時刻がこれと異なる場合はその時刻）から当日の24時までをいいます。

＊2 車両補償なしプランの場合
＊3 1回の申込みで最長連続7日間
までご加入いただけます。

＊4 ご加入申込時に、借りるお車のナ
ンバー（登録番号）をご指定いた
だきます。

※2015年10月時点の割引率であり、
将来変更となる場合があります。割
引の詳細は裏面をご参照ください。

他人にケガをさせてしまった・
他人のものを壊してしまった
ときの補償

運転中の事故によりケガをして
しまったときの補償

単独事故でケガをしてしまった
ときの補償 盗難・駐停車中に生じた損害（あて逃げ・

落書き等）は対象となりません。

納車前に誰かの
クルマを借りたい
とき

納車前に誰かの
クルマを借りたい
とき

子どもに
クルマを貸す
とき

子どもに
クルマを貸す
とき

友達と
ドライブする
とき

友達と
ドライブする
とき 納車される前に、

誰かのクルマを借りて
運転の練習を
したいけど……。

「今度、クルマ貸してね」
と、わが娘。
クルマも心配だが、親としては、
やはり娘のことが一番心配…。

友達のクルマで、
ドライブへ出発。
途中で運転代わって
あげたいけど……。

〈対応端末について〉（2015年10月現在）
docomo、au、SoftBankの次に該当する携帯電話・スマートフォンでご利用いただけます。 ●推奨環境：Android OS 2.3以上、iOS 5.0以上　●FOMAシリー
ズ、au WINシリーズ、SoftBank3Gシリーズ ※docomoスマートフォンは、SPモードをお申込みいただいている端末に限ります。 ※一部の端末ではご利用いただ
けない場合があります。

〈保険料のお支払いについて〉（2015年10月現在）
保険料は月々の携帯電話料金と一緒にお支払いいただきます。　※auは「auかんたん決済」を利用してお支払いいただきます。　※SoftBankは「S!まとめて支払い」
または「ソフトバンクまとめて支払い」を利用してお支払いいただきます。　※システムメンテナンス中や各携帯電話会社の規約によりご利用いただけない場合がござ
います。あらかじめご了承ください。　※「auかんたん決済」、「S!まとめて支払い」、「ソフトバンクまとめて支払い」の詳細は各携帯電話会社にお問い合わせください。

保険金額1,000万円　一時金10万円＊6
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＊1 搬送先の修理工場等について、東京海上日動が事前に承認した場合は、無制限とします。
※東京海上日動がJAFまたは提携会社を通じてご提供します。
※車両搬送費用補償特約による補償の対象となる車両搬送費用については、保険金としてお支払いします。
※サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、付帯サービスは原則として無料でご提供します。
※一定のご利用条件があります。詳細はちょいのり保険サイトに掲載の「ロードアシスト利用規約」をご参照ください。
※ご利用にあたっては、必ず事前に東京海上日動までご連絡ください。事前のご連絡なく独自に手配されますと、ロードアシストによる「車両搬送サービス」
および「付帯サービス」の提供を行うことができません。ただし、車両搬送費用補償特約による保険金をお支払いする場合があります。
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6等級（S）7等級（S）
5～9日 8% 2%
10～19日 15% 4%
20日以上 20% 5%

新たに東京海上日動の自動車保険または超保険（新総合保険）の自動車に関する補償をご契約いただく場合に、ちょい
のり保険（1日自動車保険）に保険事故がないときは、その利用日数（保険責任期間）に応じて、割引を適用します。

ご契約のお車の用途・車種が主な自家用車＊2で、6等級（Ｓ）または７等級（Ｓ）を
適用する新規ノンフリート契約

事故や故障により借りたお車が走行不能になった場合に、修理工場等まで
レッカー搬送を行います（1回の事故等について15万円＊1を限度に補償します。）。

ちょいのり保険（1日自動車保険）と同一の記名被保険者で、始期日の属する事業年度＊3
を含めた過去３事業年度において、通算５日以上を保険責任期間としてちょいのり保険
（1日自動車保険）に加入しており、かつ、保険事故＊4が発生していないこと

対象となる
ご契約

適用条件

車両搬送サービス

●緊急時応急対応サービス　 ●燃料切れ時ガソリン配達サービス　 ●おクルマ故障相談サービス付帯サービス

1日自動車保険無事故割引

ロードアシスト（車両搬送費用補償特約およびサービス） 自動セット

※事故現場アシストは、東京海上日動がグループ会社を通じてご提供します。
※本サービスは、無料でご提供します。なお、サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。

お客様が最も不安な「事故発生から24時間」をしっかりサポートします。

事故現場でお困りの場合に、専門スタッフ
がお電話にてご相談を承り、状況に応じて
アドバイスします。

事故の際のアドバイス

事故のご連絡を受け付けた後、ご要望に応
じて修理工場・病院等への各種手配や被
害者への連絡等を行います。

初期対応

初期対応を行った場合には、24時間以内
にお客様へ状況をご報告します。

24時間以内の状況報告

事故現場アシスト（サービス） 自動セット

24時間365日対応

借りたお車について、事故や故障時のレッカー搬送、故障やお車のトラブル時の応急対応等を行います。 24時間365日対応

0111-GJ02-10080-201511

東京海上日動 1日自動車保険カスタマーセンター

（年末年始を除く平日、土日祝）

加入するほど

おトクに！
加入するほど

おトクに！

＊2 主な自家用車とは、お車の用途・車種が自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）、自家用貨物車［普通（最大積載量2トン以下）・小型・軽四輪］、特種用途
自動車（キャンピング車）であるものをいいます（レンタカーを含みます。）。

＊3 4月1日から翌年3月31日までの1年間を1事業年度とします。
＊4 「搭乗者傷害特約（一時金払）のみ」、「車両搬送費用補償特約のみ」または「これらの組み合わせ」の保険事故は含みません。
＊5 2015年10月時点の割引率であり、将来変更となる場合があります。

※このチラシのご案内は、ちょいのり保険のご契約を対象としております。
※このチラシに記載されている内容につきまして、ご不明な点がございましたら、下記に記載の東京海上日動1日自動車保険カスタマーセンターもしくは、下記
お問い合わせ先に記載された代理店までお問い合わせください。
※このチラシは「ちょいのり保険」および「1日自動車保険無事故割引」の概要を記載したものです。適用できる割引や特約等には一定の条件がある場合があり
ます。なお、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは、「約款」をご確認ください（「約款」はホームページでもご確認
いただけます。）。ご不明な点等がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
※ご契約に関する個人情報は、東京海上日動プライバシーポリシーに基づき取扱います。詳しくは、東京海上日動のホームページをご参照ください。

後日、対象外の自動車でご加入した事実が判明した場合や、車検切れのお車、登録を抹消していたお車、実在していないお車および運転するご予定のないお
車でご加入した事実が判明した場合には、ご加入内容を取り消すことがあります。この場合、１日自動車保険無事故割引の適用にあたり、ご利用日数として取
り扱いません。ご加入内容につきまして、代理店または東京海上日動からお客様、借りたお車の所有者等に対して直接確認をさせていただくことがあります。

自動車

2016年4月1日以降始期用

ちょいのり保険
「ちょいのり保険」は「一日単位型ドライバー保険特約（包括方式）
に基づき通知された自動車運転者保険」のペットネームです。

Safety Drive with "ちょいのり保険"
東京海上日動は、「ちょいのり保険」の普及を通じて
“無保険運転事故の縮減”に貢献します。E26-86050（4）改定201512


