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コネクティッドカー専用自動車保険

(SJ21-07427  2021.9.27) (21090050)  505134 -0100

（お問い合わせ先）取扱代理店

〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1
＜連絡先＞https://www.sompo-japan.co.jp/contact/

SOMPOグループの一員です。

×

※「コネぴた」は、保険種類が「THE クルマの保険」（個人用自動車保険）、「SGP」（一般自動車保険）の契約で、「コネクティッドカーに関する取扱い」を適用し、「保険料算出に関する特約（運
転特性反映型）」を付帯した自動車保険契約の呼称です。
※「長期分割払自動車保険」は、「保険料分割払特約（長期契約）」を付帯した保険期間が2年または3年の「個人用自動車保険」または「一般自動車保険」の呼称です。
※このパンフレットは「コネクティッドカー専用自動車保険」の概要を説明したものです。詳細につきましては、「ご契約のしおり（約款）」「重要事項等説明書」などをご覧ください。なお、ご不明
な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。



❶ ❷

Innovation for Wellbeing
人間社会の発展の歴史は「移動」が支えてきた。
人は移動を通じて様々な環境や文化の中で、新しい価値を生み出してきた。
自動車（クルマ）もそうだ。
そして自動車産業に100年に1度の変革期といわれる時代が訪れ、トヨタの
先端技術を凝縮した未来のクルマが誕生。
それがトヨタのコネクティッドカー。

そんな新しい時代のクルマに寄り添った、新しい時代の保険。
それが損保ジャパンの「コネぴた」。

いつもの運転をより快適に。
あなたの物語が始まります。

損保ジャパンと一緒に未来のドライブを楽しみましょう。

すべての人々の幸せとよりよい社会のために



つながるクルマで“見える・得する・わかる”

安全運転への意識の高まりにより、安心、安全、快適なクルマが
世の中で求められコネクティッドカーが普及しています。

見える
事故の可視化
トヨタのコネクティッドカーから得られる走行データを
活用し客観的に事故状況を把握できます。
これにより事故時のお客さまのご負担が軽減されます。

わかる
安心・安全の運転サポート
毎月、お客さまに走行データを利用した運転診断結
果を配信します。運転診断結果から運転特性を振り
返ることでより安全運転を意識することができます。

損保ジャパンの「　　　　  」は、
３つの特長で安心・安全をもっと身近に

運転特性計測期間中の運転特性スコアが
80点以上であれば継続後のご契約※に
「走行特性割引」５％を適用

コネクティッドカー
保険料算出に
関する特約

（運転特性反映型）

THE クルマの保険

SGP

※長期契約の場合は翌年度

得する
走行特性割引
トヨタのコネクティッドカーは、お客さまの
安全運転の結果を運転特性スコアにて見
える化します。安全運転によって保険料が
割引になります。

パソコンやスマートフォンで手軽に閲覧可能！

運転診断レポートのご提供
自動車に関する
こんなお悩み
ありませんか？

もし事故を起こしてしまった時、
ちゃんと対応できるか不安…

保険料がもっと

安くならないかな?

安全運転しているつもりだけど
私の運転はどうなんだろう?

トヨタのコネクティッドカーにお乗りの方へ

❸ ❹
お客さま向け動画はコチラから



「　　　　  」では、コネクティッドカーから取得できる速度、ブレーキ操作、
ハンドル操作等からお客さまのクルマの動きを再現することができます。
お客さまと、再現した事故状況を踏まえ、納得感のある早期事故解決を  
目指します。

見える 事故の可視化

再現した事故状況がスマートフォンで手軽に閲覧可
能です。
損保ジャパンの事故担当者に一から事故状況を説明
する手間が省け、再現した事故状況を基に事故時の
運転操作について確認できます。

コネクティッドカーから受信したデータを活用して
車両の動きを可視化することで、お客さまの運転
操作を再現できます。

位置情報、ブレーキ、ハンドル
操作、速度などの運転操作が
可視化されます。

事故状況が目に見えるから、
お相手がいる事故でも、スムーズな事故解決が可能に!!

※実際の事故時の映像ではありません。

※画面は開発中のものです。

※画面は開発中のものであり、実際の画面と異なる場合があります。

地図情報を活用した事故状況を可視化できます。

事故状況確認画面へ遷移

お客さまの視点をストリートビューで表現し、
道路の見通しなどを把握することができます。

速度やブレーキ操作等を時系列に表示し、
事故時の運転操作をデータでご覧いただけます。

事故の可視化
３つの機能

再現状況の
確認

❺ ❻

1
機能

2
機能

3
機能



※長期契約の場合は次保険年度

得する 走行特性割引

❼ ❽

わかる 安心・安全の運転サポート

ご契約時にはドライバーズページの登録が必要となります。お客さまはパソコンやスマートフォンで手軽に閲覧可能です。

運転特性スコア結果による割引の提供

ドライバーズページ：運転特性スコア（確定）
●走行特性割引適用可否の判定に使用される
　スコアが確認できる画面です。

いいスコアだから
引き続き安全運転を
心がけよう！

少しスピード
出しすぎちゃったわ。
安全運転しなきゃ！

例えばこんなことがわかります!

急ブレーキを避け、
スムーズな減速を
心がけましょう!

速度超過

メーターを確認し
適切なスピードで
の走行を心がけま
しょう!

ブレーキ
アクセル

アクセルの踏み込
み過ぎに注意し、一
定のスピードでの
運転を心がけま
しょう!

安全運転が保険料に反映する納得感
運転特性スコアによって、翌年度の保険料が割引になるため、安全運転が
保険料に反映する納得感のある合理的な仕組みとなります。

安全運転が目に見える新体験
毎月、お客さまに走行データを利用した運転診断結果を配信します。
運転診断結果から運転特性を振り返ることでより安全運転を意識すること
ができます。

下記ご契約の保険料
年間118,140円

5％割引適用の場合の保険料
年間113,080円（継続後の契約）

安全運転で
年間5,060円も
お得！！

※ご契約条件
●保険種類：THE クルマの保険　●用途車種：自家用普通乗用車（料率クラス 車両：7 対人：7 対物 :7 傷害：7）　●等級：10等級　事故有係数適用
期間：0年　●年齢条件：26歳以上補償　●記名被保険者年齢：35歳　●使用目的：日常・レジャー使用　●記名被保険者の運転免許証の色：ゴール
ド　●自動車の初度登録：2021年1月　●新車割引：あり　●対人賠償・対物賠償：無制限（自己負担額：なし）　●人身傷害（人身傷害交通乗用具事
故特約付帯、入院時諸費用特約付帯、入通院定額給付金10万円）：5,000万円　●車両保険：一般条件（自己負担額：0－10万円　車両保険金額：200
万円）車両新価特約：新車価格相当額200万円　●代車等諸費用特約：代車費用の支払い限度日額5,000円　●弁護士費用特約（日常生活・自動車事
故型）：あり　●コネクティッドカーに関する取扱い：適用　●保険料算出に関する特約（運転特性反映型）：あり　●払込方法：口座振替（一括払）
※「コネクティッドカーに関する取扱い」を適用した保険契約については、別途割増保険料を適用します。

契約から割引適用までのイメージ

運転特性スコアが80点以上の場合は、継続後の契約※の保険料を5％割り引きます。
なお、運転特性スコアは毎月ドライバーズページで確認できます。（パソコン・スマートフォン対応）
※長期契約の場合は翌年度

走行特性割引とは？

契約 満期更改/年度応答月

5%割引運転特性計測期間

保険契約 継続後の保険契約

割引用の運転特性スコア確定

ドライバーズページはコチラから



❾ 10

「　　　　  」へのご加入条件

適用条件

保険種類

契約区分

記名被保険者

用途車種

保険期間

適用上の注意

THE クルマの保険、SGP

ノンフリート（所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下のご契約）

個人、法人

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）、特殊用途自動車
（キャンピング車）、自家用普通貨物車（2トン超）、営業用乗用車、営業用普通貨物車（2トン超）、営業用普通貨物車
（2トン以下）、営業用小型貨物車、営業用軽四輪貨物車

3年以内（整数年のみ）

・契約自動車が次のいずれかに該当する場合は、この取扱いを適用することはできません。
①レンタカー　②教習用自動車　③構内専用車　④外務省登録自動車
・長期契約の場合、保険料一括払特約を付帯することはできません。
・リースカーに関する特約、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を付帯することはできま
せん。
・保険期間の途中で、この取扱いの適用条件を満たさなくなった場合は、この取扱いを削除しなければなりません。

■適用条件

2分割払でも分割割増適用なし！  ※団体扱特約・集団扱特約を付帯したご契約を除きます。
現在、月払でご加入の場合、分割割増（口座振替の場合は5％、クレジットカード払の場合は3％）が不要となります！

3お車（証券）ごとに保険料のお引き落とし口座、保険料のお支払方法の設定が可能！
長期分割払契約にノンフリート多数割引を適用する場合、複数証券でのご契約となります。そのため、お車（証券）
ごとに引き落とし口座を変えたり、払込方法も長期年払・長期月払から選択することが可能です！
※なお、同一のご契約者が同一の取扱代理店でご契約いただく必要があります。

4長期分割払契約の場合、ご契約期間中の保険料アップの心配なし！
ご契約期間中は事故で保険をご使用になっても、保険料率の改定があっても保険料がアップしません！

5ムダのない最適な補償を実現！
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。最適な補償でご契約いただけます！

6継続のお手続きもラクに！
ご契約のお車ごとに必要であったご継続の手続きが、1回で完了します！

ご家族※1、ご夫婦で2台以上のお車をお持ちなら、
自動車保険をまとめてご加入いただくとお得です！

現在、ご加入のご契約が満期となるタイミングや、
お車購入のタイミングでのご検討をおすすめします！

当社※2ご加入契約の満期にあわせて、ノンフリート多数割引＋長期分割払自動車保険でご契約される場合

※1 「ご家族」とは、ご契約者、ご契約者の配偶者（内縁の相手方および同性パートナーを含みます。）、ご契約者またはその配偶者の同居のご
親族をいいます。

ノンフリート多数割引の適用のため、現在のご契約を解約される場合、解約返れい金の計算方法などで、お客さまに不利益になること
があります。

ご注意

例

自動車保険も
“まとめてご加入”

がお得です！

過去1年間全ての
走行情報をもとに
割引適用の有無が

決まります。

過去1年間の走行情報とは、
満期月※の6ヵ月前の月末を基準に
過去1年間の走行情報で割引適用の
可否を判定する運転特性スコアを

算出します。

※2 「当社」とは、損保ジャパンのことをいいます。

当社※2で
ご加入

B社で
ご加入

満期

ご契約① ご契約①

ご契約②ご契約② 解約

3％
割引

3％
割引

「まとめてご加入」いただく場合のメリット

1ノンフリート多数割引が適用可能！
ご契約台数に応じて、それぞれのご契約に以下の割引が適用されます！

3％
割引

4％
割引

6％
割引

2台のお車を
お持ちのお客さま

3～5台のお車を
お持ちのお客さま

6台以上のお車を
お持ちのお客さま 

「まとめてご加入」
（ノンフリート多数割引適用＋長期分割払）

まとめて
さらに
得する

まとめてご加入いただくと
さらにお得

運転特性スコアの算出と走行特性割引の適用イメージ

保険契約

運転特性
計測期間

※長期契約の場合は満期月または満期応答月
　になります。

92点 70点

走行特性割引
適用なし1年目 走行特性割引

適用なし3年目

2年目の
運転特性
計測期間

3年目の
運転特性
計測期間

80点

4年目の
運転特性
計測期間

走行特性割引2年目 5%割引
走行特性割引4年目 5%割引

加入前に必ずチェック！

契約自動車がコネクティッドカーであること 保険契約申込書等の「携帯電話」欄に携帯電話
(サービス利用可能なブラウザ機能、ショート
メッセージサービス機能付の携帯電話に限りま
す。)の番号を記載していること

当社が提供する「コネクティッドカー走行特性診断
サービス利用規約」に基づき、保険契約者が当社に
走行情報等を提供することに同意していること

以下項目を必ずご確認ください。
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コネクティッドカー専用自動車保険
トヨタ車以外用

(SJ22-07770  2022.9.21) (22080123)  505329 -0100

（お問い合わせ先）取扱代理店

〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1
＜連絡先＞https://www.sompo-japan.co.jp/contact/

SOMPOグループの一員です。

※「コネぴた」は、保険種類が「THE クルマの保険」（個人用自動車保険）、「SGP」（一般自動車保険）の契約で、「コネクティッドカーに関する取扱い」を適用し、「保険料算出に関する特約（運
転特性反映型）」を付帯した自動車保険契約の呼称です。
※「長期分割払自動車保険」は、「保険料分割払特約（長期契約）」を付帯した保険期間が2年または3年の「個人用自動車保険」または「一般自動車保険」の呼称です。
※このパンフレットは「コネクティッドカー専用自動車保険」の概要を説明したものです。詳細につきましては、「THE クルマの保険」（個人用自動車保険）、「SGP」（一般自動車保険）のパンフ
レット、「ご契約のしおり（約款）」「重要事項等説明書」などをご覧ください。なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。



❶ ❷

人間社会の発展の歴史は「移動」が支えてきた。
人は移動を通じて様々な環境や文化の中で、新しい価値を生み出してきた。
自動車（クルマ）もそうだ。
そして自動車産業に100年に1度の変革期といわれる時代が訪れ、先端技術を
凝縮した未来のクルマが誕生。
それがコネクティッドカー。

そんな新しい時代のクルマに寄り添った、新しい時代の保険。
それが損保ジャパンの「コネぴた」。

いつもの運転をより快適に。
あなたの物語が始まります。

損保ジャパンと一緒に未来のドライブを楽しみましょう。

すべての人々の幸せとよりよい社会のために



つながるクルマで“わかる・得する”

安全運転への意識の高まりにより、安心、安全、快適なクルマが
世の中で求められコネクティッドカーが普及しています。

❸ ❹

自動車に関する
こんなお悩み
ありませんか？

保険料がもっと

安くならないかな?

安全運転しているつもりだけど
私の運転はどうなんだろう?

損保ジャパンの「　　　　  」は、
2つの特長で安心・安全をもっと身近に

コネクティッドカーにお乗りの方へ

得する

コネクティッドカー
保険料算出に
関する特約

（運転特性反映型）

THE クルマの保険

SGP

運転特性計測期間中の運転特性スコアが
80点以上であれば継続後のご契約※に
「走行特性割引」５％を適用
※保険料算出に関する特約(運転特性反映型)を付帯したご契約の保険
期間が1年を超える場合は、その契約の2年度目以降を含みます。

走行特性割引
コネクティッドカーは、お客さま
の安全運転の結果を運転特性
スコアにて見える化します。安
全運転によって保険料が割引に
なります。

わかる

運転診断レポートのご提供

安心・安全の運転サポート
毎月、お客さまに走行データを利用した運転診断結果を配信します。
運転診断結果から運転特性を振り返ることでより安全運転を意識す
ることができます。

パソコンやスマートフォンで手軽に閲覧可能！



ドライバーズページはコチラから
❺ ❻

※長期契約の場合は次保険年度

得する

運転特性スコア結果による割引の提供

走行特性割引
安全運転が保険料に反映する納得感
運転特性スコアによって、翌年度の保険料が割引になるため、安全運転が
保険料に反映する納得感のある合理的な仕組みとなります。

ドライバーズページ：運転特性スコア（確定）
●走行特性割引適用可否の判定に使用される
　スコアが確認できる画面です。

下記ご契約の保険料
年間101,930円

5％割引適用の場合の保険料
年間97,000円（継続後の契約）

安全運転で
年間4,930円も
お得！！

＜ご契約条件＞
●保険種類：THE クルマの保険　●用途車種：自家用普通乗用車（料率クラス 車両：7 対人：7 対物：7 傷害：7）　●等級：10等級　事故有係数適用期
間：0年　●年齢条件：26歳以上補償　●記名被保険者年齢：35歳　●使用目的：日常・レジャー使用　●記名被保険者の運転免許証の色：ゴールド
●自動車の初度登録：2021年1月　●新車割引：あり　●対人賠償・対物賠償：無制限（自己負担額：なし）　●人身傷害（人身傷害交通乗用具事故特
約付帯、入院時諸費用特約付帯、入通院定額給付金10万円）：5,000万円　●車両保険：一般条件（自己負担額：0－10万円　車両保険金額：200万
円）車両新価特約：新車価格相当額200万円　●コネクティッドカーに関する取扱い：適用（自動車メーカー：ホンダ）　●保険料算出に関する特約（運
転特性反映型）：あり　●払込方法：口座振替（一括払）
※「コネクティッドカーに関する取扱い」を適用した保険契約については、別途割増保険料を適用します。なお、上記は記載の条件に基づき試算した保険
料です。継続後のご契約の保険料は車両保険金額、等級(事故有係数含む)の影響を受けるため、実際の保険料と異なります。

契約から割引適用までのイメージ

運転特性スコアが80点以上の場合は、継続後の契約※の保険料に5％の割引が適用されます。
なお、運転特性スコアは毎月ドライバーズページで確認できます。（パソコン・スマートフォン対応）
※保険料算出に関する特約(運転特性反映型)を付帯したご契約の保険期間が1年を超える場合は、その契約の2年度目以降
を含みます

走行特性割引とは？

契約 満期更改/年度応当月

5%割引運転特性計測期間

保険契約 継続後の保険契約

割引用の運転特性スコア確定

わかる 安心・安全の運転サポート
安全運転が目に見える新体験
毎月、お客さまに走行データを利用した運転診断結果を配信します。
運転診断結果から運転特性を振り返ることでより安全運転を意識すること
ができます。

アクセルの
踏み込み方を
注意してみよう！

急ブレーキが多いみたい。
車間距離に注意して
急ブレーキを避けなきゃ！

例えばこんなことがわかります!

急ブレーキを避け、
スムーズな減速
を心がけましょう!

ブレーキ
アクセル

アクセルの踏み込
み過ぎに注意し、一
定のスピードでの
運転を心がけま
しょう!

ご契約時にはドライバーズページの登録が必要となります。お客さまはパソコンやスマートフォンで手軽に閲覧可能です。

スピードに合わせ
たハンドル操作で
安定した運転を
心がけましょう！

ハンドリング
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「　　　　  」へのご加入条件

適用条件

保険種類

契約区分

記名被保険者

用途車種

保険期間

適用上の注意

THE クルマの保険、SGP

ノンフリート（所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下のご契約）

個人、法人

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）、特殊用途自動車
（キャンピング車）、自家用普通貨物車（2トン超）、営業用乗用車、営業用普通貨物車（2トン超）、営業用普通貨物車
（2トン以下）、営業用小型貨物車、営業用軽四輪貨物車

3年以内（整数年のみ）

・契約自動車が次のいずれかに該当する場合は、この取扱いを適用することはできません。
①レンタカー　②教習用自動車　③構内専用車　④外務省登録自動車
・長期契約の場合、保険料一括払特約を付帯することはできません。
・リースカーに関する特約、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を付帯することはできま
せん。
・保険期間の途中で、この取扱いの適用条件を満たさなくなった場合は、この取扱いを削除しなければなりません。

■適用条件

2分割払でも分割割増適用なし！ （団体扱特約・集団扱特約を付帯したご契約を除きます。）
現在、月払でご加入の場合、分割割増（口座振替の場合は5％、クレジットカード払の場合は3％）が不要となります！

3お車（証券）ごとに保険料のお引き落とし口座、保険料のお支払方法の設定が可能！
長期分割払契約にノンフリート多数割引を適用する場合、複数証券でのご契約となります。そのため、お車（証券）
ごとに引き落とし口座を変えたり、払込方法も長期年払・長期月払から選択することが可能です！
（なお、同一のご契約者が同一の取扱代理店でご契約いただく必要があります。）

4長期分割払契約の場合、ご契約期間中の保険料アップの心配なし！
ご契約期間中は事故で保険をご使用になっても、保険料率の改定があっても保険料がアップしません！

5ムダのない最適な補償を実現！
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。最適な補償でご契約いただけます！

6継続のお手続きもラクに！
ご契約のお車ごとに必要であったご継続の手続きが、1回で完了します！

ご家族※1、ご夫婦で2台以上のお車をお持ちなら、
自動車保険をまとめてご加入いただくとお得です！

現在、ご加入のご契約が満期となるタイミングや、
お車購入のタイミングでのご検討をおすすめします！

当社※2ご加入契約の満期にあわせて、ノンフリート多数割引＋長期分割払自動車保険でご契約される場合

※1 「ご家族」とは、ご契約者、ご契約者の配偶者（内縁の相手方および同性パートナーを含みます。）、ご契約者またはその配偶者の同居のご
親族をいいます。

現在のご契約を解約される場合、解約返れい金の計算方法などで、お客さまに不利益になることがあります。ご注意

例

自動車保険も
“まとめてご加入”

がお得です！

※2 「当社」とは、損保ジャパンのことをいいます。

当社※2で
ご加入

B社で
ご加入

満期

ご契約① ご契約①

ご契約②ご契約② 解約

3％
割引

3％
割引

「まとめてご加入」いただく場合のメリット

1ノンフリート多数割引が適用可能！
ご契約台数に応じて、それぞれのご契約に以下の割引が適用されます！

3％
割引

4％
割引

6％
割引

2台のお車を
お持ちのお客さま

3～5台のお車を
お持ちのお客さま

6台以上のお車を
お持ちのお客さま 

「まとめてご加入」
（ノンフリート多数割引適用＋長期分割払）

まとめて
さらに
得する

まとめてご加入いただくと
さらにお得 加入前に必ずチェック！

契約自動車がコネクティッドカーであること

自動車メーカーの加入条件を満たしていること

保険契約申込書等の「携帯電話」欄に携帯電話
(サービス利用可能なブラウザ機能、ショート
メッセージサービス機能付の携帯電話に限りま
す。)の番号を記載していること

当社が提供する「コネクティッドカー走行特性診断
サービス利用規約」※に基づき、保険契約者が当社
に走行情報等を提供することに同意していること

以下項目を必ずご確認ください。

運転特性計測期間
の走行情報をもとに
割引適用の有無が

決まります。

過去1年間の走行情報とは、
満期月※の6か月前の月末を基準に
過去1年間の走行情報で割引適用の
可否を判定する運転特性スコアを

算出します。

運転特性スコアの算出と走行特性割引の適用イメージ

保険契約

運転特性
計測期間

※長期契約の場合は満期月または満期応当月
　になります。

92点 70点

走行特性割引
適用なし1年目 走行特性割引

適用なし3年目

2年目の
運転特性
計測期間
（6か月）

3年目の
運転特性
計測期間
（1年間）

80点

4年目の
運転特性
計測期間
（1年間）

走行特性割引2年目 5%割引
走行特性割引4年目 5%割引

※当社公式ホームページからご確認いただけます。
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