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Chubbの自動車保険は安心をお届けします。

2 大切なお車のトラブルに備えて 
「ロードサービス費用補償特約」（SDA：自動セット／GUP：任意セット） SDA GUP

チャブ保険の「ロードサービス費用補償特約」はここが違います！

ご契約の自動車が事故や故障等により走行不能となった場合に、修理工場までの運搬費用や

修理後の自動車を引き取るための費用等を補償する特約です。

• 全ての用途車種の自動車が対象となります。
• ロードサービス費用補償特約が付帯されている契約で、ご契約の自動車が事故や故障等により走行不能となった場合、事前に弊
社の指定する連絡先にサービス提供依頼を行い、弊社がその対応を承諾した事案に対して、レッカーサービスや鍵の閉じ込み時

の解錠等の無料リペアサービス、あるいはお客様の状況に応じた駆けつけサービス等を提供します。

詳しくは 12ページ▶

3 大切なお車の事故修理は、チャブ保険提携修理工場ネットワーク「DRPネットワーク」を 
ご利用いただければ、修理期間中の代車を無料で提供します SDA GUP

DRPネットワーク加盟店工場は、初めてご依頼をいただく工場であっても、
自動車鈑金塗装修理を前提に、全国一律のサービスをご提供いたします。

年中無休 24時間対応でお客様に嬉しい割引サービスもございます。

• 事故車の引取りと納車無料サービス
• 修理期間中の修理工場代車無料サービス
• 修理箇所への保証書の発行

事故車を DRPネットワークへ入庫ご希望の場合は、
取扱代理店または弊社までその旨をご連絡ください。

詳しくは 14ページ▶

1 大切なお車が地震被害にあった場合に備える「車両地震保険」 
地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約［任意セット］  SDA GUP

チャブ保険の「車両地震保険」はここが違います！

• 分損も補償
全損に限らず、少額の修理費で済んだような地震・噴火・ 
津波に伴う損害でも補償いたします。

• 保険金額まで補償
地震・噴火・津波に伴う損害でも、お支払いする金額を削減等 
することなく保険金額まで損害に対して補償いたします。

詳しくは 9ページ▶

4 被害事故にあった場合に弁護士に頼れる 
「弁護士費用補償特約」（SDA用）（GUP用） ［任意セット］  SDA GUP

チャブ保険の「弁護士費用補償特約」はここが違います！

• 弁護士費用等を 500万円まで補償
• ご要望により日弁連より事案に適した弁護士のご紹介（斡旋）をいたします。
• 家庭用自動車保険（SDA）の場合には、ご契約の自動車搭乗中の被害事故だけでなく、日常生活中の被害事故も対象となります。

詳しくは 1 1ページ▶

家庭用自動車保険（SDA）の対象 一般用自動車保険（GUP）の対象
対象となる

契約
SDAは、記名被保険者＊1が個人で、ノンフリート契約＊2の場合に、

ご契約いただけます。
＊ 1 記名被保険者とは補償の中心となる方をいいます。 

ご契約のお車を主に使用される方 1名をご契約時に設定します。
＊ 2 ノンフリート契約とは、ご契約台数 9台以下の方が締結する契約をいいます。

対象となる

自動車
全ての用途車種の自動車が

対象です。

対象となる

自動車
• 自家用普通乗用車
• 自家用小型貨物車

• 自家用小型乗用車
• 自家用軽四輪貨物車

• 自家用軽四輪乗用車

• 自家用普通貨物車（最大積載量 0.5 t 以下）
• 自家用普通貨物車（最大積載量 0.5 t 超 2 t 以下）
• 特種用途自動車（キャンピング車）
• 自家用二輪自動車 • 原動機付自転車
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基本補償とその他主な特約の一覧

SDA   家庭用自動車保険（SDA）に関する事項 GUP   一般用自動車保険（GUP）に関する事項

基本補償等

〈相手方への賠償〉　事故で相手方にケガをさせたり、車などを損壊させた場合に SDA GUP

• 対人賠償保険 ● ●

• 対物賠償保険 ● ●

対物超過修理費用補償特約 ● ●

〈おケガの補償〉　自分や同乗者がケガをした場合に

• 人身傷害保険 ● ●

人身傷害搭乗中のみ補償特約 ● －

人身傷害の車内外自動車事故補償特約 － ●

• 搭乗者傷害保険 ● ●

搭乗者傷害保険の医療保険金部位・症状別払特約 ● ●

自損事故傷害補償特約 ● ●

無保険車傷害補償特約 ● ●［個人］

無保険車傷害車内補償特約 － ●［法人］

〈自動車の補償〉　自動車が事故により損傷した場合に

• 車両保険 ● ●

地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約 ● ●

代車費用補償特約 ● ●

全損時諸費用補償特約 ● ●

車両価額協定保険特約 ● ●

車対車事故免責金額ゼロ特約 ● ●

プラス

＋
その他主な特約

他車運転補償特約 ● ●［個人］

個人賠償責任補償特約 ● ●［個人］

身の回り品補償特約 ● ●

弁護士費用補償特約［SDA用］ ● －

弁護士費用補償特約［GUP用］ － ●

ファミリーバイク特約 ● ●［個人］

事業用動産補償特約（自動車積載中の事業用動産補償特約） － ●

臨時代替自動車補償特約 － ●［法人］

危険物積載補償特約 － ●

ロードサービス費用補償特約 ● ●
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︿相手方への賠償﹀

自動車事故による相手方のケガや死亡の賠償責任を補償します。

対人賠償保険 SDA GUP

• 保険金をお支払いする主な場合
自動車事故により歩行者や他の自動車の搭乗者等を死傷さ

せて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険等

で支払われる金額を超える部分に対して保険金をお支払い

します。

被害者 1名あたりの損害賠償額を
保険金額（ご契約金額）を限度としてお支払いします。

• 事故例

 損害賠償発生！

玉突き事故をおこして、複数の被害者を

出してしまった。

1事故あたりの支払限度額はなく、
全ての被害者に保険金額を限度に

賠償金をお支払いします。

歩行者を死傷させた場合 他の自動車の搭乗者を

死傷させた場合

万一の高額賠償事故のために、対人・対物保険金額 “無制限” をおすすめします。

補償の対象となる主な被保険者（対人賠償保険・対物賠償保険共通）

次のいずれかに該当する方をいいます。

① 記名被保険者（ご本人）
② ご契約の自動車を使用または管理中の次のいずれかの方 
記名被保険者の配偶者／記名被保険者またはその配偶者の同居の親族／記名被保険者または 
その配偶者の別居の未婚の子＊ 1

③ 記名被保険者の承諾を得てご契約の自動車を使用または管理中の方＊ 2
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自動車事故による他人の財物への賠償責任を補償します。

対物賠償保険 SDA GUP

• 保険金をお支払いする主な場合
自動車事故により他の自動車や建物、電柱等、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場合に、保険

金をお支払いします。

1事故あたりの損害賠償額を
保険金額（ご契約金額）を限度としてお支払いします。

他の自動車に損害を

与えた場合

他人の家屋等に損害を

与えた場合

特約 対物超過修理費用補償特約

対物事故で相手の自動車の修理費が時価額を上回った場合

に、対物賠償保険で補償されない修理費と時価額の差額につ

いて、50万円を限度に過失割合に応じて保険金をお支払いし
ます。

※相手の自動車が事故発生日翌日から 6ヶ月以内に修理された場合
に限ります。

過失割合

お客様 : 80%
相手方 : 20%

お支払いする保険金

50万円×80%
40万円× =

時価額を超える

修理費

50万円

相手自動車の

時価額

100万円

相
手
自
動
車
の
修
理
費  

150
万
円

対物賠償保険で過失割合
に応じてお支払い

たとえば…

＊ 1 「別居の未婚の子」とは、記名被保険者またはその配偶者
と別居されている婚姻歴がない子をいいます。

＊ 2 自動車取扱業者の方が業務として受託したご契約の自動車
を使用または管理している間を除きます。

示談交渉サービス

対人・対物賠償保険には「示談交渉サービス」

がつき、相手方との示談交渉は原則的に弊

社が行います。相手方の過失割合が 100%
でご自身に過失がない場合には、保険会社

は示談交渉サービスを行えません。

そのような場合、弁護士費用補償特約（SDA用）（GUP用）がお役
に立ちます。

保険金をお支払いできない主な場合は、18ページにて記述しています▶
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︿おケガの補償﹀

自動車事故により、ご契約の自動車に乗っていた方が死傷された場合など、 
過失割合に関係なく補償します。

人身傷害保険 SDA GUP

• 保険金をお支払いする主な場合
自動車事故によりご契約の自動車に乗っていた方が死傷さ

れた場合等、相手から補償されない自己過失分を含めて、過

失割合に関係なく、弊社が保険金額＊ 1 （ご契約金額）の範囲

内で損害額＊ 2を補償します。

＊ 1 保険金額の上限は、2億円になります。
＊ 2 損害額の認定は、普通保険約款第 2章人身傷害補償条項に定めら

れた基準に従います。

自動車事故により死傷された場合

• お客様の過失分も補償します
［人身傷害保険付の場合］［人身傷害保険がない場合］

ご自身の過失分は

自己負担

チャブ保険が自己過失分も

まとめて補償！！

相手からの賠償金
3,000万円

お客様の損害額
5,000万円

自己負担分
2,000万円
補償なし

たとえば…

 ■ 事故での過失割合 
相手方 60 ： お客様 40

 ■ お客様のケガによる損害額 
5,000万円

 ■ 人身傷害保険金額 
5,000万円の場合

• 示談交渉を待たずに、弊社がお客様にまとめて保険金をお支払いします

お客様 チャブ保険 相手方

1. 保険金を請求

2. 示談前でも保険金
をお支払い

3. あとはチャブ保険
が請求

• 人身傷害保険の補償の範囲
人身傷害保険の補償の範囲は下表のとおりです。特約を付保することにより補償の

範囲を変更することができます。

事故例
ご契約の自動車
に搭乗中の事故

他の自動車＊3に
搭乗中の事故

歩行中（自転車搭乗中を含む）
など車外での自動車事故

SDA ◦ ◦ ◦
「人身傷害搭乗中のみ
特約」セットの場合 ◦ ◦ ×

GUP ◦ × ×

「人身傷害の車内外自動車
事故補償特約」＊4セットの場合 ◦ ◦ ◦

※ご本人・ご家族＊ 5以外の方は、ご契約の自動車に搭乗中の事故の場合のみ、補償されます。

※同居のご家族で 2台以上の自動車にて「歩行中（自転車搭乗中を含む）など車外での自動車事故」
を補償する場合、補償範囲が重複します。意図しない重複契約にご注意ください。

＊ 3 他の自動車には、次の自動車を含みません。 
• 二輪自動車・原動機付自転車　 •ご本人、ご家族＊ 5が所有、または主に使用する自動車 
なお、他の自動車のうち、事業用の自動車を運転中の事故等は補償されません。

＊ 4 記名被保険者が個人の場合にセットできます。ご家族＊ 5が補償の対象に追加されます。

＊ 5 ご家族とは、配偶者、ご本人または配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。

補償の対象となる被保険者

次のいずれかに該当する方をいいます。

家庭用自動車保険（SDA）の場合
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者または 
その配偶者の同居の親族

④ 記名被保険者または 
その配偶者の別居の未婚の子

⑤ ①～④の方の他、ご契約の自動車
の正規の乗車装置またはその装置

のある室内に搭乗中の方

一般用自動車保険（GUP）の場合
ご契約の自動車の正規の乗車装置また

はその装置のある室内＊に搭乗中の方

＊｢その装置のある室内」は、隔壁等によ

り通行できないように仕切られている

場所を除きます。

※極めて異常かつ危険な方法でご契約の

自動車に搭乗中の方、または業務とし

てご契約の自動車を受託している自動

車取扱業者を除きます。
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自動車事故により、ご契約の自動車に乗っていた方が 
死傷された場合に補償します。

搭乗者傷害保険 SDA GUP

• 保険金をお支払いする主な場合
自動車事故により死傷された場合

自動車事故によりご契約の自動車に乗っていた方が死傷さ

れた場合、医療保険金、死亡保険金、後遺障害保険金等を

ご契約時に設定いただいた保険金額＊に応じてお支払いしま

す。

＊ 死亡保険金額の上限は、1,000万円になります。ただし、二輪自動車・
原動機付自転車の場合は 500万円となります。

死亡保険金 事故日を含めて180日以内にお亡くなりになら
れた場合にお支払いします。

後遺障害保険金 事故日を含めて180日以内に弊社が定める後遺
障害または重度の後遺障害を負われた場合に

障害の程度に合わせて「後遺障害保険金」「重度

後遺障害特別保険金」等をお支払いします。

医療保険金 下記の2つのタイプからお選びいただけます。

• 部位・症状別払タイプ（搭乗者傷害保険の医療保険金部位・症状別払特約）
入通院の日数に関係なく傷害の部位および症状に応じて保険金を定額でお支払い

します。なお、入通院日数が 4日以内の場合、一律 1万円をお支払いします。
①部位・症状別入通院給付金

入通院日数が5日以上の場合 傷害の部位・症状に応じて下表の金額を

お支払いします。

（一部抜粋） （単位：万円）

症状
部位

骨折・脱臼 打撲・捻挫・挫傷等 欠損・切断 挫創・切創等

頭部 60 5 ー 15

上肢（手指除く） 40 5 100 10

下肢（足指除く） 50 5 100 10

②手術給付金

部位・症状別入通院給付金が支払われる場合で、手術を受けた場合、 
5万円をお支払いします。

③救命救急医療給付金

部位・症状別入通院給付金が支払われる場合で、2日以上 ICU（集中治療室）等
で救命救急医療を受けた場合、20万円をお支払いします。

• 日額払タイプ
入通院日数に応じて

「入院保険金日額」、「通

院保険金日額」をお支

払いします。

自動車事故により傷害を被り、その直

接の結果として生活機能または業務能

力の滅失または減少をきたし、かつ、医

師の治療を要した場合は、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治療日数 1
日につき、入院の場合は「入院保険金

日額」を、通院の場合は「通院保険金

日額」をお支払いします。

※ 1回の事故における保険金は、事故発生の
日からその日を含めて 180日を経過した日
までの期間の入院・通院に対して保険金を

お支払いします。

特約 自損事故傷害補償特約 
（自動セット）

ご自身の運転ミスで、電柱に

衝突したり家屋に飛び込ん

だりして運転者等が死傷し、

自賠責保険等で補償されない場合に、保

険金をお支払いします。

※ 対人賠償責任保険にご加入されている場合に
自動セットされます。

※ 人身傷害保険にご加入されている場合には、
この特約は自動セットされず、自損事故は人

身傷害保険で補償されます。

特約 無保険車傷害補償特約 
（自動セット）

自動車事故で死亡または後遺

障害を負い、相手の自動車が

保険を付けていない等の理由

で十分な補償を受けられない

場合に、保険金をお支払いします。

※ 対人賠償責任保険にご加入されている場合に
自動セットされます。

※ この特約は、人身傷害保険により保険金が支
払われない場合、または人身傷害保険により

支払われる場合には、その金額がこの特約に

より支払われる金額及び自賠責保険等で支払

われる金額の合計額を下回る場合にのみ適用

されます。

※ 記名被保険者が法人の場合には、無保険車傷
害車内補償特約が自動セットされます。

補償の対象となる被保険者

ご契約の自動車の正規の乗車装置、

またはその装置のある室内＊に搭乗中

の方をいいます。

＊「その装置のある室内」は、隔壁等に

より通行できないように仕切られている

場所を除きます。

※ 極めて異常かつ危険な方法でご契約の
自動車に搭乗中の方、または業務とし

てご契約の自動車を受託している自動

車取扱業者を除きます。

保険金をお支払いできない主な場合は、

18ページにて記述しています▶

SDA
GUP

SDA
GUP［個人］

無保険
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︿自動車の補償﹀

ご契約の自動車の損害を補償します。

車両保険 SDA GUP

• 保険金をお支払いする主な場合
ご契約の自動車が衝突、接触、火災、盗難、いたずら、台風等の事故により、損害が生じた場合に、修理費等の損害額について、

保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。

• ご契約は主に「一般車両保険」または「車対車＊ 1 ＋ 限定 A＊ 2」からお選びいただけます。
＊ 1 車対車の正式名称は、車対車事故限定補償特約です　＊ 2  限定 Aの正式名称は、車両危険限定補償特約 （A） です。

事故例 一般車両保険 車対車＋限定A

他の自動車との衝突

 （原動機付自転車を含む） ◦ ◦※1

火災・盗難・いたずら

落書・飛来物との衝突 ◦※2 ◦※2

台風・洪水・高潮

◦ ◦

墜落・転覆

◦ ×

電柱・自転車等

自動車以外の物との衝突・接触 ◦ ×

あて逃げ

◦ ×

地震・噴火・津波

× ×

※ 1 相手の自動車およびその運転者または所有者が確認された場合に限り保険金をお支払いします。
※ 2 二輪自動車 ･ 原動機付自転車の場合は盗難による損害は補償されません。

○ =保険金をお支払いする場合
× =保険金をお支払いできない場合

• 免責金額（自己負担額）をお選びください。
車両保険の免責金額（自己負担額）の

パターンをお選びください。

分損※ 1事故が発生した場合には、修理

費に応じて決定された損害額から、お

選びいただいた免責金額を差し引いて

保険金をお支払いします。

免責金額を高く設定すると、車両事故

発生の際の自己負担額が大きくなりま

すが、その分保険料を節約することが

できます。

免責金額（自己負担額）のパターン［抜粋］

自家用 8車種※ 2のノンフリート契約の場合

1回目事故の
免責金額※3

2回目以降事故の
免責金額

－

0 万円 0 万円
0 万円 10 万円
5 万円※4 5 万円※4

5 万円※4 10 万円
7 万円 7 万円
7 万円 10 万円

10 万円 10 万円

※ 1 分損とは、事故によって自動車が損害を受けた
とき、その修理費が保険価額（保険金額）に達

しない場合をいいます。

※ 2 自家用 8車種とは、自家用（普通・小型・軽四
輪）乗用車、自家用（小型・軽四輪）貨物車、自

家用普通貨物車（最大積載量 0.5t以下・0.5t
超 2t以下）、特種用途自動車（キャンピング車）
をいいます。

※ 3  1回目事故の免責金額が車両保険金額の 40%
以内となるようにご設定ください。

※ 4 「車対車事故免責金額ゼロ特約」 をセットす
ると、他の自動車との衝突事故で相手の自動

車およびその運転者または所有者が確認され

た場合に、免責金額（自己負担額）5万円のと
ころが免責金額ゼロとなります。
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特約 車両無過失事故特約（自動セット）

ご契約の自動車と相手自動車＊との衝突・接触事故で、ご契約の自動車を使用・管理している方に過失がな

い場合、ノーカウント事故として取扱い、保険金をお支払いします。

＊ご契約の自動車と所有者が異なる車に限ります。

※ 相手自動車および運転者または所有者が確認できた場合の事故に限ります。
※ 車両保険において、事故回数によって免責金額が定められている場合、次回事故時の免責金額決定においても事故回数は数えません。
※ 車両保険が「一般」、「車対車事故限定補償特約＋車両危険限定補償特約（A）」または「車対車事故限定補償特約」であるノンフリート契約に自動セット
されます。

特約 車両価額協定保険特約（自動セット）

ご契約時に車両保険の保険金額を弊社とお客様の

間で協定する特約です。ご契約の自動車と同一の

用途車種、車名、型式、形状、仕様および初度登録

年月の自動車の市場販売価格相当額をご契約の

自動車の価額として協定し、その価額（協定保険価額といいま

す。）を保険金額として定めます。用途車種がレンタカー以外で

ある場合に自動セットされます。

特約 代車費用補償特約

車両事故による修理等のために、自動車が使用で

きなくなった場合、レンタカー代等の実際に負担し

た代車費用をお支払いします。

※ 支払対象日数は代車借入日から 30日以内、かつ 1日につき保険証券記
載の支払い限度日額を限度とします。

※ ご契約時に免責金額 （自己負担額）を設定されている場合は、代車費用
の額から免責金額を差し引いた金額をお支払いします。

GUP［ノンフリート］SDA

SDA GUP SDA GUP

レンタル

特約 全損時諸費用補償特約 SDA GUP

車両事故により自動車が全損になった場合、車両

保険金額の 10%（20万円限度）を保険金としてお
支払いします。

特約 車対車事故免責金額ゼロ特約 SDA GUP

免責金額（自己負担額）5万円または 5万円－ 10
万円が設定されている車両保険において、他の自

動車との衝突事故で相手の自動車および、その運

転者または所有者が確認された場合に、免責金額

5万円のところを免責金額ゼロとします。

特約 地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約

通常の車両保険で補償されない、「地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害」に対しても、 
保険金をお支払いします。

 ※車両保険にご加入されている場合にセットすることができます。

大切なお車を守るために、“地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約” をおすすめします。

SDA GUP

補償の対象となる被保険者　ご契約の自動車を所有する方

保険金をお支払いできない主な場合は、18ページにて記述しています▶



10

自動的にセットされる主な特約 GUP［個人］SDA

特約 他車運転補償特約（自家用 8車種に自動セット） ※記名被保険者が個人である場合に限り適用されます。

友人・知人の自動車等（借用車）を運転中に起こ

した対人・対物・自損・車両事故についても、ご

契約の自動車保険から優先して保険金をお支払い

できます。

※記名被保険者が法人の場合には、臨時代替自動車補償

特約が自動セットされます。

対象となる方

記名被保険者、その配偶者、そのいずれかの同居の親族・別

居の未婚の子

※自家用 8車種とは、自家用（普通・小型・軽四輪）乗用車、自家用（小型・
軽四輪）貨物車、自家用普通貨物車（最大積載量 0.5t以下・0.5t超 2t
以下）、特種用途自動車（キャンピング車）をいいます。

※借用車の車種は自家用 8車種に限ります。
※借用車の車両損害については、ご契約の車両保険の条件でお支払いでき

る事故の場合に限ります。

任意でセットできる主な特約 GUP［個人］SDA

特約 個人賠償責任補償特約（示談交渉サービス付） ※記名被保険者が個人である場合に限り、セットすることができます。

ご家族の日常生活上の、さまざまなトラブル

に備えます。日常生活での賠償事故は意外

に多いもの。賠償責任の考え方が広く一般

にまで浸透した現代では、賠償事故に対する

万全の備えが必要です。ご家族の毎日の暮らしに安心を備える

「個人賠償責任補償特約」をご利用ください。

お支払いする保険金

ご本人およびご家族の方※が、日本国内での

日常生活で他人を死傷させたり、財物に損害

を与え、法律上の損害賠償責任を負われたと

きに、1 事故について 1 億円を限度として保
険金をお支払いします。

• 示談交渉サービス付き
• 家族全員補償
• 保険料は 1,360円 
（1年間一時払いの場合）

こんなとき、お役に立ちます。 日常生活での賠償事故例

自転車で買物中、

歩行者に衝突して

ケガをさせてしまった…

洗濯機の水が

あふれて下の階まで

水が漏れてしまった…

買い物中に高価な

ツボを落として

壊してしまった…

飼い犬が他人に

噛みついて

ケガをさせた…

ベランダから

植木鉢を落として

通行人にケガを

させてしまった…

親子で友達の家に

遊びに行き、子供が

その家の窓ガラスを

壊してしまった…

対象となる方

記名被保険者、その配偶者、そのいずれかの同居の親族・別

居の未婚の子、およびこれらの方が責任無能力者の場合はそ

の方の親権者や監督義務者等

※ 同居のご家族で 2台以上ご契約の場合、それぞれの自動車に共通の被
保険者には保険金額が合算されますが、補償範囲等をご確認の上、意図

しない重複契約にご注意ください。

特約 身の回り品補償特約

衝突・接触・火災・盗難等の偶然な事故に

より、ご契約の自動車の車内やトランク内に

収容またはキャリアに固定されたスポーツ

用品、カメラ等個人所有の身の回り品に損害

が生じた場合に、保険金をお支払いします。

※ キャリアに固定された身の回り品の盗難については補償の対象外となります。
• この特約は、自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）、自家用貨物車（小型・
軽四輪）、自家用普通貨物車（最大積載量 0.5t以下、0.5t超 2t以下）、 
特種用途自動車（キャンピングカー）にのみセットできます。

• 免責金額（自己負担額）は 1回の事故につき 5,000円です。損害が生じ
た身の回り品の時価または修理費から 5,000円を差し引いた額をご契
約金額を限度としてお支払いします。

お支払いの対象 補償の対象となる身の回り品

• ご契約の自動車の車室内、トラ
ンクに収容された身の回り品

• ご契約の自動車のキャリアに固
定された身の回り品

• カメラ
• ノートパソコン
• ビデオカメラ
• スマートフォン
• スキー用品

• テニス用品
• 衣類
• ゴルフ用品
• 釣り用品 

など

補償の対象とならないもの

商品、事業用什器・備品、事業に関する受託物、通貨、有価証券、 
印紙・切手、貴金属、美術品、設計書、動物、自動車の付属品 など

他車運転
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特約 弁護士費用補償特約 （SDA用） SDA

ご契約の自動車に搭乗中の事故や日本国内の日常生活の被害

事故、財物の損壊などの被害を受けたときに、相手側との交渉

を弁護士に依頼した場合や、訴訟の提起・仲裁の申し立てを行

う場合に必要となる弁護士費用等を 500万円を限度にお支払
いします。

また、ご要望により、日弁連より事案に適した弁護士のご紹介

（斡旋）をいたします。

【ご注意】

お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定められた基準に従い弊社が

行います。弁護士費用等の合計額が 500万円以内の場合であっても、着手
金、報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については自己負担と

なります。

Q：弁護士費用補償特約（SDA用）ってどんな時に必要なの？
こんなときにお役に立ちます。

• 赤信号で停止中、後から自動車が追突！！ 
賠償請求したが、相手が自分の過失を認

めない。

• 歩行中の妻に自転車がつっこみケガを 
させられた。自分の非を認めない相手に 
治療費を請求したい。

※ お客様に過失がない事故の場合、保険会社は示談交渉を行う事ができません。 
そのような場合に、この特約がお役に立ちます。

こんな事例が起きています！

• 自転車に乗っていたときに自動車に 
ぶつけられてケガ！ 
加害者がきちんと対応してくれない 
ので弁護士に交渉を依頼した。

六法

被保険者（補償の対象となる方）

• 記名被保険者
• 記名被保険者の配偶者
• 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
• 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
• 上記以外の方でご契約の自動車に搭乗中の方
※ 同居のご家族で 2台以上ご契約の場合、それぞれの自動車に共通 
の被保険者には保険金額が合算されますが、補償範囲等をご確認 
の上、意図しない重複契約にご注意ください。

お支払いする保険金

• 弁護士、司法書士または行政書士＊への法律相談費用 
（ 10万円を限度とし、その実費）

• 訴訟費用、弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬
• 仲裁・和解もしくは調停に要した費用
• その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするため
に要した費用

※弊社が事前に承認した費用に限ります。

＊司法書士または行政書士については、司法書士法あるいは行政書士法に

定められた業務に関する費用に限ります。

※ 一般用自動車保険 GUPの場合には、ご契約の自動車の所有・使用・管
理中の事故で被害を受けたときに対応する弁護士費用補償特約（GUP
用）がございます。

特約 ファミリーバイク特約 SDA GUP［個人］

記名被保険者、その配偶者、そのいずれかの同居の

親族・別居の未婚の子が、原動機付自転車（総排気

量 125cc以下の二輪車を含みます。ただし、総排気
量 50cc超 125cc以下の側車付二輪を除きます。）

を所有・使用・管理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自損傷害事故について、保険金をお支払い

します。なお、借用された原動機付自転車も本特約の対象となり

ます。

（注） 同居のご家族で 2台以上ご契約の場合、1台にセットすればご家族全
員が補償されますので補償範囲等をご確認の上、意図しない重複契約

にご注意ください。

（注） この特約には、運転者本人・配偶者限定特約および家族運転者年齢
条件は適用されません。

特約 危険物積載補償特約 GUP

危険物を業務として積載しているときまたは危

険物を業務として積載した自動車を牽引してい

るときに損害が生じた場合、保険金をお支払い

します。

なお、危険物が適用割増数量以上の場合は、危険物割増保険料

を支払った場合のみ、保険金をお支払いします。
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︿お車のトラブルに備えて﹀

ロードサービス費用補償特約（SDA：自動セット／GUP：任意セット） SDA GUP

ロードサービス費用補償特約とは、ご契約の自動車が事故や故障等により走行不能※となった場合

に修理工場までの運搬費用や修理後の自動車を引き取るための費用等を補償する特約です。

なお、この特約は全ての自動車が対象となり、SDAは自動付帯、GUPでは任意付帯となります。
• 保険金をお支払いする場合

運搬費用保険金

ご契約の自動車が走行不能となり、修

理工場等へ運搬した費用や脱輪した自

動車をクレーンで引き上げる

費用等を負担します。

修理後引取費用保険金

修理工場等でご契約の自動車を復旧 /修
理後、自動車を引き取るための交通費を負

担致します。

（免責金額 1,000円）

修理後搬送費用保険金

修理工場等でご契約の自動車を復旧 /修理
後、ご自宅等まで搬送した費用を負担します。

30万円限度 修理後引取費用保険金と修理後搬送費用保険金を合わせて 15万円限度

臨時宿泊費用保険金

ご契約の自動車が走行不能となり、臨時に宿泊せざるを得ない場合の宿泊費

（ 1泊分）を被保険者 1名につき、それぞれ 1万 5千円を限度にお支払いします。

キャンセル費用保険金

被保険者が特定のサービスを予約

した後、ご契約の自動車が走行不能

となったためにそのサービスが受け

られなくなった場合、発生した取消

料、違約料、支払を要する費用等を 
5万円限度にお支払い
します。

1人あたり 1万5千円限度

臨時帰宅・移動費用保険金

ご契約の自動車が走行不能となり、ご自宅等まで移動するための交通費を被保

険者 1名につき、それぞれ 2万円を限度にお支払いします。

 1人あたり 2万円限度　免責金額 1,000円

走行不能の場合とは

自力で走行できない状態をいい、
盗難により使用できない状態、法令
により走行が禁じられている状態
などにより運転をしてはならない状
態を含みます。

限度額 限度額

 5万円限度
免責金額 1,000円

限度額

限度額

限度額

ロードサービス

ロードサービスは、ロードサービス費用補償特約が付帯されている契約に提供されるサービスです。ご契約の自動車が事故

や故障等により走行不能となった場合、事前に弊社の指定する連絡先にサービス提供依頼を行い、弊社がその対応を承諾し

た事案に対して以下のロードサービスを提供します。

❶ 運搬サービス
ご契約の自動車が事故や故障等により走行不能となり、修理工場等へ運搬した費用や脱輪した自動車をクレーンで引き

上げる費用等を 30万円上限に運搬サービスを提供します。この場合、この費用は現物支給としてロードサービス費用補
償特約が充当されます。

❷ 付帯サービス
ご契約の自動車が故障や事故で走行不能となった場合、以下の応急対応を行います。

●●無料リペアサービス  自宅駐車場もOK

パンク時の
スペアタイヤとの交換

バッテリー上がり時の
ジャンピング作業

各種電球や
ヒューズ交換

鍵閉じ込み時
の開錠

ボルト締め付け 各種オイル漏れ点検
と補充

冷却水補充 その他現場復旧が
可能な軽作業

【ご注意】 • スペアタイヤ以外へのタイヤ交換、タイヤ修理、バッテリー充電、部品代、オイル類の費用等は無料サービスの対象となりません。
• 30分以内の修理・作業が無料サービスの対象となります。

※ 保険期間内で 1回のみの
ご提供となります。
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●●ガス欠サポートサービス  　　　　　　　   　　（保険期間中 1回のみ）

ご契約の自動車がガス欠になったとき、ガソリン 10リットルを無料でお届けします。
※ ガソリン・ディーゼル車が対象となり、燃料代は 10リットルまで無料です。ただし、保険期間中 1回に限ります。 
また、自宅駐車場などご契約のお車の車両保管場所での燃料補給作業は、対象となりません。

●●アシスタンスサービス

自動車のトラブル解決のために専門スタッフが適切なアドバイスや手配を行います。

〈主なサービス内容〉

• 故障の応急処置のアドバイス • 修理工場の案内と手配 • 鍵業者の案内と手配

❸ 事故時 プラス サポートサービス
万が一自動車事故を起こしてしまった場合、落ち着いて事故対応を行うことは難しいものです。弊社では、事故発生時に

お客様が落ち着いて速やかに事故現場対応を行えるように、安全確保や事故相手の確認などのアドバイスを電話でおこ

なったり、事故現場に駆けつけるサービスを提供します。

●●駆けつけサービス

お客様の依頼に基づき、事故対応に精通したスタッフをお客様のいる事故現場に派遣しサポートします。

• 安全確保のサポート
• 事故現場の安全確保の確認

• 警察へ届出のサポート
• 事故報告のサポート

• レッカーの手配の実施

●●電話サポートサービス

事故発生時にお客様が落ち着いて速やかに事故現場対応が行えるように、安全確保や事故相手の確認などのアドバイス

を電話で行います。

• 被害者の救護の確認
• 事故状況の把握、目撃者の確認

• 事故の相手方の確認
• その他の事故解決に関するご質問に対して可能な限りご回答

●●GPS位置特定サービス
ロードサービス出動依頼時に、トラブル場所をうまく説明できない場合には、「GPS位置特定サービス」をご利用ください。
正確なトラブル位置をロードサービス業者が特定することができます。

※最新機種など一部機種でご利用いただけない場合があります。また、ご利用の際は携帯電話の GPS機能を ONにしてください。

【ご注意】

• 上記のサービスにおいては、示談交渉、過失割合の認定、相手方との話し合い等はできませんのであらかじめご承知くださいますようお願いします。
• 事故現場に派遣するスタッフは提携業者からの派遣となります。
• 現場到着まで一定の時間を要します。また、高速道路上は駆けつけサービスの対象外となります。

ロードサービスの留意点

無料サービス提供の対象とならない場合

以下の場合は、サービス提供の対象となりません。

1. 事前にロードサービス窓口に連絡がない場合、または手配したサービス
と異なる内容でご利用になった場合

2. サービスの提供時にお客様が立会いできない場合
3. レース、ラリーへの参加、またはレース、ラリーを目的とする場所など、通
常の自動車走行に不適切な場所で車を使用した場合

4. 無免許運転、麻薬・シンナー等により正常な運転ができない恐れがある
状態で運転した場合、または酒気帯び運転をしていた場合

5. 戦争、暴動、核燃料物質に起因する場合
6. 国または公共団体の公権力の行使に起因する場合
7. 地震、噴火またはこれらによる津波の場合
8. 航空機、船舶などによる輸送中の損害
9. 発見された盗難車両に関するトラブル
10. 自動車にメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えた場合
1 1 .  メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付けの注意・警告ラベル等
に示す仕様限度を超えて使用された場合

12. 故意または過失によりメーカーが発行するマニュアルに示す取扱いと異
なった方法で使用し、自力走行不能となった場合

13. 車検または自賠責保険の有効期限を超過したことにより、一般道路を通
行できなくなった場合

14. 一部の離島など出動が困難な地域でのトラブルやカーフェリー輸送を含
む搬送

ご利用に当たっての注意点

1. 本サービスの対象となる自動車は、チャブ保険自動車保険証券に記載の被
保険自動車です。（ファミリーバイク特約の原動機付自転車は対象外ですの

でご注意ください。）

2. 本サービスをご利用できる期間は、保険証券に記載の保険期間と同一です。
3. 本サービスのご利用は、事前に専用フリーダイヤルまでご連絡をいただく
ことが条件となります。お客様にて独自にレッカー・修理業者を手配され

た場合はサービスの対象外となりますのでご注意ください。

4. トラブルにあわれている自動車が被保険自動車であることが確認できない
場合でもロードサービスのご提供をいたしますが、後日ロードサービス対

象の被保険自動車ではないと判明した場合には、請求書を発送させていた

だきますのであらかじめご了承ください。

5. 長距離搬送の場合や降雪等の気象状況や交通状況によっては、トラブル現
場への到着が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。

6. 本サービスは、弊社の業務委託先を通じて、お客様にご提供するものです。
7. ご契約や契約内容変更直後である場合には、弊社ロードサービス窓口です
ぐにご契約内容を確認できないことがあります。その場合でもこのロード

サービスは問題なくご利用できますので安心してご連絡ください。

8. 相手方のある事故等が原因で本サービスをご利用になり、お客様がその費
用について損害賠償請求権を取得した場合は、本サービス費用に関する債

権は弊社に移転します。

9. サービスの内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承
ください。

ガソリン 10リットル無料
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︿ DRPネットワーク﹀
チャブは加盟優良修理工場 500箇所の DRPネットワーク株式会社と 
提携しています。

DRPネットワークによるサービス

DRPネットワーク株式会社は下記のサービスを提供いたします。 
このサービスは、自動車の板金・塗装修理を前提としたサービスとなります。

事故車の引取・納車無料サービス

事故車の引取りおよび納車作業を無料で

行います。

このサービスはDRPネットワークが提供し、ロードサービスは、
チャブ保険の提携会社が提供します。

修理期間中の修理工場代車無料サービス

修理期間中の代車を無料で提供します。

（代車は、加盟店工場保有の車両とします。修理を前提に入庫したに

もかかわらず、全損又はキャンセルになった場合は、貸出した工場へ

返却するものとします。ただし、やむを得ず継続使用される場合は、

貸出日を含め 7日間は無料、それ以降は有料とします。なお、修理車
両に付した車両保険に代車特約が付帯している場合は付保している

保険会社の特約を優先して被保険者の了承のもと適用します。）

※ 長期間の修理や作業内容により無料でご提供できない場合もあり
ます。

修理箇所への保証書の発行

修理終了後はワンオーナーの保証書を

発行します。

車検整備に関する特別料金の提供

ご入庫いただいたお客様には特別料金を

案内します。

1 2

3 4

その他 DRPネットワークの特長

工賃総額 10％割引 保険を使わない修理の場合は、工賃の割引が可能です。

リビルト部品の活用
保険を使わずに修理費を抑えたい場合、お客様がリビルト部品の活用を希望されれば、

通常、部品代 30％程度抑制が可能です。

全国一律のサービス DRPネットワークフリーダイヤル（24時間年中無休）で対応します。

DRPの全国加盟修理工場

500
一定水準の工場設備を備え、技能を持つ社員がいることなど、

いくつかの基準をクリアした修理工場が加盟しているため、

安心して任せることができます。

DRPネットワーク株式会社
〒 125-0053
東京都葛飾区鎌倉 3-18-1

※  DRP ネットワークとの提携は、ご契約の保険約款で約定されたものではありません。チャブ損害保険の都合により追加・変更・廃止させていた
だく場合があります。

※ 板金塗装工場となりますので、故障による対応はしていません。
※ 上記のサービスは、2トン以下のお車が主な対象となり、4トン以上の大型車は対応可能な加盟店工場のみでの修理とし、二輪自動車及び原動機
付自転車は対象外とします。
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︿保険料の主な算出方法﹀

保険料は主にリスクファクター、ノンフリート等級、車種、保険金額の4つから算出されます。
ここでは、リスクファクターとノンフリート等級制度の概要について説明します。

家庭用自動車保険 SDAのリスクファクター SDA

1. 主に運転される方（記名被保険者）の年齢＊ 1および家族運転者年齢条件＊ 2

家庭用自動車保険 SDAの場合には、家族運転者年齢条件を「同
居のご家族」＊ 3のうち、ご契約の自動車を運転する最も若い方の

年齢＊ 1により、次のいずれかに決定します。

• 30歳以上補償
• 21歳以上補償

• 26歳以上補償
• 年齢を問わず補償

＊ 1 「年齢」とは、保険始期日における満年齢をいいます。
（契約日時点ではありません。）

＊ 2 家族運転者年齢条件とは、「同居のご家族」の運転
者年齢条件を規定した「家族運転者の年齢条件特約」により、適用され

る年齢条件をいいます。「同居のご家族」以外の方が運転される場合に

は、年齢による制限なく補償します。

＊ 3 記名被保険者（主に使用される方）、その配偶者、そのいずれかの同居の
親族をいいます。

2. 主に使用される方（記名被保険者）の免許証の色
主に使用される方の保険始期日における免許証の色により、

「ゴールド」と「ゴールド以外」（ブルー・グリーン）の 2つの区
分からご申告いただきます。

• ゴールド免許 • ブルー免許・グリーン免許

なお、下記（1）および（2）の条件をいずれも満たす場合は、
「ゴールド」とみなして取扱います。

（1） 保険始期日が運転免許証更新期間内（誕生日の前後
1ヶ月間）にあること

（2） 更新前後の運転免許証の色のいずれかが、ゴールド免許証であること

ゴールド免許 20%割引

3. ご契約の自動車の主な使用目的
ご契約の自動車の主な使用目的により、以下の 3つの区分からご申告いただきます。

• 業務使用
自動車を定期的に、かつ、継続して業務（仕事）

に使用される場合

• 通勤・通学使用
「業務使用」に該当せず、自動車を定期的に、

かつ、継続して通勤・通学（最寄の駅などへの

送迎を含みません。）に使用される場合

• 日常・レジャー使用
「業務使用」、「通勤・通学使用」のいずれにも

該当しない場合

※「定期的に、かつ、継続して」とは、年間を通じて 
週5日以上または月 15日以上の使用頻度をいいます。

一般用自動車保険 GUPのリスクファクター GUP［ノンフリート］

• 運転者年齢条件
一般用自動車保険 GUPの場合の運転者
年齢条件の種類は右表のとおりです。

• 一般用自動車保険 GUPの運転者年齢条件が適用される運転者の範囲
記名被保険者が法人の場合

ご契約の自動車を運転される方のうち、最も若い方の年齢により、年齢条件を設定します。

【ご注意】設定された年齢条件よりも若い運転者が運転中の事故は補償されません。

記名被保険者が個人の場合

同居のご家族等＊のうち、ご契約の自動車を運転する最も若い方の年齢により、年齢条件を

設定します。【ご注意】設定された年齢条件よりも若い同居のご家族等が運転中の事故は補償されません。

＊同居のご家族等とは　①記名被保険者　②記名被保険者の配偶者　③記名被保険者またはその配偶者 
の同居の親族　④上記いずれかの被保険者の業務に従事する方（家事を除きます。）

運転者の限定　ご契約時に運転者を限定することにより、保険料が割安となります。 SDA GUP［ノンフリート］

• 運転者本人・配偶者限定特約（6%割引）
運転する方を記名被保険者、その配偶者に限定する特約です。　【ご注意】 限定された運転者以外の方が運転中の事故は補償されません。

※ファミリーバイク特約等、一部の特約には割引が適用されません。

※一般用自動車保険 GUPの場合、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に適用することができます。

自動車の用途車種 運転者年齢条件

自家用（普通・小型・軽四輪）
乗用車、二輪自動車

年齢を問わず補償 21歳以上補償 26歳以上補償

原動機付自転車 年齢を問わず補償 21歳以上補償

上記以外の用途車種 年齢条件なし

 ■記名被保険者が個人の場合

年齢条件が適用される方の範囲

• 記名被保険者
• 配偶者

年齢条件が範囲外の方（例）

• 別居の子
• 友人・知人

• 同居の子
• 従業員
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ノンフリート等級別割引・割増制度 SDA GUP［ノンフリート］

ノンフリートのご契約では、前契約の保険事故の有無や件数等を保険

料に反映させる等級別の割引・割増制度があります。この制度では事

故の有無や件数等により継続契約の等級が決定されます。

また、事故があったご契約については、翌年以降の一定期間が「事故

有係数適用期間」 （ 1年～ 6年） となり、 「事故有係数適用期間」 （ 1年
～ 6年） においては事故が無いご契約と比べて同一等級であっても低
い割引率が適用されます。

ノンフリート等級（ 1等級～20等級）

• 初めてご契約される場合
初めて自動車保険をご契約される場合のノンフリート等級は 6等級からスタートします。なお、下記の条件をすべて満たすことにより、7等級か
らスタートできる「複数所有新規」があります。

 ■複数所有新規の適用条件

• 他のご契約の自動車（以下「他のご契約」といいます。）の等級が 11等級以上であること
• 他のご契約および 2台目以降の新契約の自動車の用途車種が、自家用 （普通・小型・軽四輪）乗用車、自家用（小型・軽四輪）貨物車、
自家用普通貨物車（最大積載量 0.5t以下・0.5t超 2t以下）または特種用途自動車（キャンピングカー）のいずれかであること

• 2台目以降の新契約の記名被保険者（主に運転される方）が個人であり、他のご契約の記名被保険者、その配偶者、またはそのいずれ
かの同居の親族であること

• 2台目以降の新契約の所有者が個人であり、他のご契約の自動車の所有者と同一であること（他のご契約の自動車の所有者が、記名被
保険者、その配偶者、またはそのいずれかの同居の親族である場合を含みます。）

※ 1台目の自動車の契約は、他の保険会社でも適用できます。

• 継続してご契約される場合（他の保険会社等から継続してご契約される場合を含みます。）
前契約が 1年間無事故の場合、前契約の等級に「1」を加えた等級が継続契約の等級となります。事故があった場合には、事故 1件につき「3」
を引いた等級が継続契約の等級となります。なお、1等級ダウン事故に該当する場合、「1」を引き、ノーカウント事故に該当する場合、無事故とし
て取り扱います。

 1 等級ダウン事故

補償項目（特約を含む） 原因

• 車両保険
• 全損時諸費用補償特約
• 身の回り品補償特約
• 自動車積載中の事業用動産 
補償特約

火災・爆発 盗難 いたずら＊・落書・窓ガラスの破損

飛来物、落下物との衝突 台風・竜巻・洪水・高潮 騒じょう・労働争議に伴う暴力行為
または破壊行為

＊ 「ボディーが蹴ら
れてへこんだ」等

を指します。

ノーカウント事故

補償項目（特約を含む）

人身傷害保険 個人賠償責任補償特約 弁護士費用補償特約
（SDA用）（GUP用）

ロードサービス費用補償特約

地震・噴火・津波危険「車両損害」

補償特約

搭乗者傷害保険 無保険車傷害車内補償特約・
無保険車傷害補償特約

車両無過失事故特約

ファミリーバイク特約

六法

無保険車
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事故有係数適用期間（0年～6年）

• 初めてご契約される場合
初めて自動車保険をご契約される場合の事故有係数適用期間は 0年からスタートします。

• 継続してご契約される場合（他の保険会社等から継続してご契約される場合を含みます。）
事故があったご契約については、翌年以降の一定期間が、事故有係数適用期間（ 1年～ 6年）
となります。事故有係数適用期間（ 1年～ 6年）においては、事故がないご契約と比べて同一
等級であっても低い割引率が適用されます。

事故有係数適用期間は、前契約の事故 1件につき「3年」が加算されます。なお、事故が 1等
級ダウン事故に該当する場合は、事故 1件につき「1年」が加算されます。前契約に事故有係
数適用期間が 1年以上ある場合は、1年経過する毎に「1年」減算します※。
※保険期間 1年未満の短期契約の場合、減算されません。

• 事故有係数適用期間の割引率適用イメージ
2020 年 1月 1日始期のご契約（14等級）に事故が 1件あった場合

2021 ～ 2022 年は無事故

2020年 2021年 2022年 2023年

事故がない場合との

割引率の差

ノンフリート等級 15等級 16等級 17等級 …

事故有係数適用期間 0年 0年 0年 …

割引率 51% 52% 53% …

ノンフリート等級 11等級 12等級 13等級 …

事故有係数適用期間 3年 2年 1年 …

割引率 25% 27% 29% …

無

有

26% 25% 24%

0年
50%

14等級
事故

初めてのご契約に適用するノンフリート等級別割引・割増率表

6等級からスタートする場合 7等級からスタートする場合

等級 割引・割増率 等級 割引・割増率

6T等級 4%割増 7T等級 34%割引

【ご注意】満期日の翌日から起算して 8日以上経過して継続する場合
• 原則として、7等級以上の等級を引き継ぐことはできませんのでご注意ください。
• 前契約の事故件数にもとづき算出される新契約の等級が 1～ 5等級となる場合および新契約に事故有係数適用期間（1～ 6年）が適用される場合、前契
約の満期日または解約（解除）日の翌日から起算して 13ヶ月以内の日を保険始期とする新契約には、その等級および事故有係数適用期間（1～ 6年）が適
用されます。

継続契約に適用するノンフリート等級別 
割引・割増率表

事故有係数
適用期間

0年 1年～6年

割
引

20等級 63% 44%

19等級 55% 42%

18等級 54% 40%

17等級 53% 38%

16等級 52% 36%

15等級 51% 33%

14等級 50% 31%

13等級 49% 29%

12等級 48% 27%

11等級 47% 25%

10等級 45% 23%

9等級 43% 22%

8等級 40% 21%

7F等級 30% 20%

6F等級 19% 19%

5等級 13% 13%

4等級 2% 2%

割
増

3等級 +12% +12%

2等級 +28% +28%

1等級 +64% +64%

2018 年 10月現在

中断証明書－ご契約を中断される場合 

ご契約の自動車を廃車または譲渡等をされたことに伴い、保険契約

を一旦中断する （解約または満期契約を継続しない） 場合には、中断
証明書を発行いたしますので、お申し出ください。

中断証明書をご提出いただくことにより、中断後の新たなご契約に対

し、ノンフリート等級および事故有係数適用期間を継承することがで

きます。

なお、中断証明書の発行が可能な期間はご契約の中断日 （解約日ま
たは満期日） から 13ヶ月以内となりますので、廃車または譲渡等をさ
れた場合には、お早めにお申し出ください。
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「型式別料率クラス制度」とは SDA GUP

型式別料率クラス制度の概要

公平な保険料体系をご提供するため、損害保険料算出機構が決定する

「型式別料率クラス制度」を導入しています。「型式別料率クラス制度」

とは、自家用（普通・小型・軽四輪）乗用車を対象に、自動車の型式ご

との事故の実績を保険料に反映する制度です。

担保種目ごとに自家用（普通・小型）乗用車は 1～ 17、自家用軽四輪
乗用車は 1～ 3に区分し、数字が大きくなるほど保険料が高くなります。
損害保険料率算出機構では毎年 1月 1日に型式ごとの事故の実績によ
る区分の見直しを行っています。

• 先進安全自動車割引（ASV割引：9%）
所定の条件を満たした衝突被害軽減ブレーキ装着車の場合、9%の割
引を適用します。

自家用（普通・小型・軽四輪）乗用車については、「型式別料率クラス

制度」の仕組みとして型式の販売開始から約 3年間適用します。
＊ 営業用軽四輪乗用車・自家用軽四輪乗用車（特種）も自家用軽四輪乗用車とし
て取扱います。

割引制度

新車割引

• 車両保険料：5%割引
• 対人・対物・人傷・搭傷保険料：9%割引

自動車が自家用（普通・小型）乗用車で初度登録年月から保険始期

年月までの期間が 25ヶ月以内（初度登録年月の翌月から起算）の場
合、車両保険料が 5%、賠償・傷害保険料が 9%割引になります。

ノンフリート多数割引 3 or 5%割引
• 3～ 5台：3%割引
• 6台以上 ：5%割引

 1保険証券で 3台以上まとめてご契約いただく場合、保険料が割引
になります。

※集団扱一時払・団体扱を除く契約が対象となります。

※記名被保険者がご契約者ご自身、ご契約者の配偶者、そのいずれかの同

居の親族である必要があります。

保険金をお支払いできない主な場合

この保険では、次に掲げる損害に対しては保険金をお支払いできませ

ん。なお、免責事由の詳細は普通保険約款・特約の「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。

（1）相手方への賠償、おケガの補償、お車の補償共通
• ご契約の自動車または被保険者が搭乗中の他の自動車が競技
もしくは曲技 （そのための練習を含む） に使用されるとき、また
はそれらを行うことを目的とした場所において使用されることに

よって生じた損害

• ご契約の自動車に危険物（高圧ガス、火薬類等）を業務として積
載している場合およびご契約の自動車が危険物を業務として積

載した自動車を牽引しているときに生じた損害（一般用自動車保

険 GUPの場合には、特約をセットすることで補償することもでき
ます。）

（2）相手方への賠償
• 弊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
• 戦争、外国の武力行使、暴動、台風、洪水、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

〈対人賠償保険の場合〉

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
• ご契約の自動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
者がご契約の自動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、ご契約の自動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。

〈対物賠償保険の場合〉

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 
• ご契約の自動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
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（3） おケガの補償　〈人身傷害・搭乗者傷害保険共通〉
• 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
• 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
乗っていた場合、その本人に生じた損害

• 無免許運転、酒気帯び運転および麻薬等により正常な運転ができ
ないおそれがある状態での運転により、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

（4）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者の故意等に
よって生じた損害

• 無免許運転、酒気帯び運転および麻薬等により正常な運転がで
きないおそれがある状態での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（地震・噴火・津波につい

ては特約をセットすることで補償することもできます。）

• 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
• ご契約の自動車に存在する欠陥、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自動車に定着されていない付属品の単独
損害（タイヤ盗難は除きます）

• 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

ご注意いただきたいこと

保険期間

この保険の保険期間は 1年間です。また 1年未満の短期契約等も可能
です。補償の開始は始期日の午後 4時 （申込人からのお申出により、
申込書に時刻が記載された場合はその時刻） に始まり、満期日の午後
4時に終わります。

ご契約締結時における注意事項

お客様には、ご契約の締結に際し、弊社が重要な事項として告知を求

めた事項 （告知事項） にご回答いただく義務 （告知義務） があります。
告知事項について事実と異なる場合には、ご契約を解除することがあり

ます。解除する場合、保険金のお支払いができない時がありますので

ご注意ください。

ご契約締結後における留意事項

告知事項の中には、内容に変更があった場合、遅滞なく取扱代理店ま

たは弊社にご通知いただく事項 （通知事項） があります。ご契約者に
は、それらの事項の内容に変更があった場合、遅滞なくご通知いただく

義務 （通知義務） があります。
ご通知がない場合には、ご契約を解除することがあります。解除する場

合、保険金をお支払いできない時がありますのでご注意ください。

引受条件

• お引受できない自動車
高額な自動車等、弊社ではお引受できない場合がありますのであら

かじめご了承ください。

保険料の払込方法

保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を現金等で払い込む一時払

と、複数の回数に分けて払い込む分割払があります。詳しくは取扱代

理店または弊社までお問い合わせください。

万一事故を起こしてしまったら

事故現場で冷静に、そして的確な処理を行なうことは難しいことです。

「事故受付ダイヤル」では専任スタッフが、夜間・休日を問わず 24時
間体制で事故処理のアドバイスをいたします。

しかも全国どこからでも通話料無料ですので、旅先や出張先からでも

通話時間を気にせず、お話しいただけます。

賠償事故（対人・対物）の解決のために

チャブ保険がお手伝いする内容

賠償事故（対人・対物）が起きた場合には、弊社は被保険者と相手方と

の示談交渉の進め方やその内容についての相談、示談書の作成につい

ての援助等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ときは、弊社は、被保

険者のお申出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、原則被保険

者のために弊社が被害者との示談交渉を弊社の費用によりお引き受け

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

などの場合には、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。

重大事由解除について

以下の事由に該当する場合、弊社は保険契約を解除することができま

す。また以下の事由が生じた時から解除がなされる時までに発生した

事故についても保険金をお支払いしませんのでご注意ください。

①故意に事故を発生させ、または発生させようとしたこと

②保険金請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと

③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと

④上記のほか、①～③と同程度に弊社の信頼を損ない、契約の存続を

困難とする重大な事由を発生させたこと

保険金の支払時期について

被保険者が請求完了した日からその日を含めて 30日以内に所定の確
認をし保険金をお支払いします。ただし、以下の〈特別な確認〉が必

要な場合、その日数を経過するまでに保険金をお支払いします。

＜通常の確認＞

①事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無、被保険者に該当す

る事実

②保険金をお支払いできない事由に該当する事実の有無

③傷害の程度、事故と傷害の関係、治療の経過 ･ 内容

④契約上の解除 ･ 無効・失効・取消の事由に該当する事実の有無



＜特別な確認＞

• 警察、検察、消防その他公の機関による捜査・調査結果に対する 
照会 180日

• 医療機関、検査機関その他専門機関による診断・鑑定等の結果に対
する照会 90日

• 後遺障害の内容や程度を確認するための医療機関の診断結果、後遺障
害の認定に係る専門機関による審査等の結果に対する照会 120日

• 災害救助法が適用された災害の被災地域における確認 60日
• 上記事項について日本国内に代替的手段がない場合の日本国外に
おける調査 180日

【ご注意】

「特別な確認」が複数行われる場合、そのうちの最長の日数とします。

確認にあたり、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なく、そ

の確認を妨げるまたは応じない、必要な協力を行わないこと、により遅延した期

間は、確認期間に含まれません。

補償の重複に関するご注意

以下の補償・特約をご契約される場合で、記名被保険者またはそのご

家族で 2台以上または既に他の保険でこれらと同種の保険商品をご契
約されている時は、補償範囲が重複することがありますので、契約に際

して十分ご注意ください。

①ファミリーバイク特約

 例えば、同居の親子で 2台ご契約の場合、それぞれにファミリーバイ
ク特約をセットすると補償が重複します。いずれか、1台にセットすれ
ば同居のご家族は補償の対象となります。

②人身傷害保険

 例えば、夫婦で 2台ご契約の場合、それぞれに「歩行中（自転車搭乗
中を含む）など車外での自動車事故」を補償する人身傷害保険をセッ

トすると車外で発生した事故の補償が重複します。2台目以降の自
動車には、補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事

故」等に限定することにより、重複を避けることができます。

③個人賠償責任補償特約・弁護士費用補償特約（SDA用）
 例えば、同居の兄弟で 2台ご契約の場合、それぞれに個人賠償責任
補償特約や弁護士費用補償特約（SDA用）をセットすると補償が重
複します。いずれか 1台にセットすることにより、同居のご家族は補
償の対象となります。

※個人賠償責任や弁護士費用を補償する他の保険（火災保険等） との重複にも
ご注意ください。

個人情報の取扱いについて

弊社は、保険契約申込書等から得た個人情報（保険業の適切な業務運営

を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報

を含みます。） の取扱いについて以下のとおりとさせていただきます。
なお、詳細については、弊社ホームページ（www.chubb.com/jp） を
ご覧ください。

（1）主な利用目的について
①弊社または弊社のグループ会社が取り扱う損害保険の案内、募

集および販売

②上記①に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、

提供および管理

③損害保険契約の引受審査、引受、履行および管理

④適正な保険金・給付金の支払

⑤新たな商品・サービス開発、問い合わせ・依頼等への対応

⑥その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務

（2）第三者への情報提供について
弊社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを

提供しません。

①法令に基づく場合

②弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供

する場合

③再保険契約に伴い当該契約の情報を提供する場合

④弊社のグループ会社、損害保険会社等および国土交通省との間

で共同利用を行う場合

保険会社破綻時の取扱い

保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合に備え

た仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」がありますが、支払われ

る保険金や解約返れい金が下記割合に削減されることがあります。詳

細については、弊社ホームページ（www.chubb.com/jp）をご覧いた
だくか、弊社までお問い合わせください。

保険金支払い 解約返れい金

• 破綻後 3ヶ月間は、補償割合 100% 
（全額支払い） 
• 3ヶ月経過後は、補償割合 80%

補償割合 80%

保険会社等への苦情・要望などの連絡窓口

（1）弊社への苦情・要望などは、下記にご連絡ください。

Chubb損害保険株式会社
お客様サポートダイヤル：0120-550-385
（受付時間： 平日午前 9時～午後 5時）

（2）お客様と弊社との間で問題を解決できない場合
弊社は、法律で定められた指定紛争解決機関である一般社団法人

保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。弊社と

の間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことがで

きます。

一般社団法人保険オンブズマン： 03-5425-7963
（受付時間： 土日、休日、年末年始等を除く午前9時～ 12時、午後 1時～ 5時）
http://www.hoken-ombs.or.jp/

• このパンフレットは、「家庭用自動車保険」および「一般用自動車保
険」の概要を説明したものです。詳しくは、契約のしおりおよび重

要事項説明書をご覧ください。なお、ご不明な点については下記取

扱代理店または弊社までお問い合わせください。

• 「SDA」は「家庭用自動車保険」のペットネームです。 
また、「GUP」は「一般用自動車保険」のペットネームです。

• 取扱代理店は、弊社との委託契約に基づいて、保険契約の締結・保
険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務

を行っております。従いまして、取扱代理店とご締結いただいて有

効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものと

なります。

引受保険会社

Chubb損害保険株式会社（チャブ保険） 
〒 141-8679  東京都品川区北品川 6-7-29 
ガーデンシティ品川御殿山 
TEL  03-6364-7160 
www.chubb.com/jp

取扱代理店
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