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安全・安心なカーライフをサポートし、

運転の楽しさを体験できるトヨタのコネクティッドカー。

そんな “トヨタのコネクティッドカーといつもつながっている” 

ことから誕生した保険が

「トヨタつながるクルマの保険プラン」。

自分の運転技術がスコアとして目に見えるようになったり、

安全運転が保険料の割引につながったり、

いつでも見守られている安心感があったり、

まだ知らない運転の楽しさに、きっと出会えるはず。

さぁ、未来のドライブをはじめよう。

安全・安心な
トヨタのコネクティッドカーで

未来のドライブを楽しもう
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トヨタつなが るクルマの保険プラン

楽しむ
安全運転がスコアとして
目に見えるという新しい楽しさをご提供

得する
安全運転で運転分 保険料を割引

見守る
大きな衝撃を検知した場合に、
「安否確認コール」をお届け

お客さま

トヨタ販売店

トヨタスマートセンター

トヨタのコネクティッドカー（注2）

車両運行情報
などを自動送信

DCM

『トヨタつながるクルマの保険プラン』サービスご提供のしくみ
トヨタのコネクティッドカーは、クルマに関するさまざまな情報をDCM（注1）を通じてトヨタスマートセンター に自動送信しています。

あいおいニッセイ同和損保では、車両運行情報（走行距離・運転特性）を活用することでトヨタならではのさまざまな新しいサービスをご提供します。

Point .1

（注1） DCMは、Data Communication Moduleの略で音声通話や高速データ通信等を可能にする車専用通信機器です。

T-Connect
ナビ 等

（注2） トヨタつながるクルマの保険プランの対象となるコネクティッドカーは、あいおいニッセイ同和損保指定の車載機を通じて
　　　車両運行情報（走行距離・運転特性）を自動的に送信可能な車です。
（注2） トヨタつながるクルマの保険プランの対象となるコネクティッドカーは、あいおいニッセイ同和損保指定の車載機を通じて
　　　車両運行情報（走行距離・運転特性）を自動的に送信可能な車です。

保険料算出・サービス提供に
必要なデータ連携
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T-Connect オペレーターサービス（注2）
（24時間365日受付）

お問合わせ窓口が連携し、お客さまへ万全のサポート
T-Connect  オペレーターサービス（注1）・トヨタ販売店・あいおいニッセイ同和損保。すべての窓口がつ  ながり、連携することでお客さまへシームレスなサポートをご提供します。

事故やお問合わせなどでお困りの際にも、窓口が連携することで迅速な対応を行います。

お客さま

「オペレーターサービス」を押すとオペレーターに
つながります

（注1）T-Connectオペレーターサービスは、トヨタコネクティッド株式会社がトヨタのコネクティッドカーオーナー向けに提供するT-Connectのサービス窓口です。
 あいおいニッセイ同和損害保険㈱は、トヨタ自動車株式会社と連携し、上記サービスご利用時にあいおいニッセイ同和損害保険㈱の事故担当部署あ  るいはお問合わせ窓口でもスムーズにご対応できる体制をご用意しました。

DCM

Point .2

（注2）オペレーターサービスについては、別途お申込みが必要となります。
 T-Connectサービスの詳細は、T-Connectサイト（https://tconnect.jp/）にてご確認ください。

T-Connect
ナビ 等

専用アプリ（ナビ・スマホ）のご連絡先ページ内の
ボタンよりお電話できます

トヨタ販売店

つながるクルマの保険 事故受付デスク
（24時間365日受付）

つながるクルマの保険 お問合わせデスク
いずれも専任のスタッフが対応します

連 携
＜専用スマホアプリ画面＞

＜T-Connectナビ画面＞

取 次事故の ご連絡
保険に関する お問合わせ
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「トヨタつながるクルマの保険プラン」にご加入
のお客さまは、同一車種で当社の「タフ・クルマ
の保険」にご加入のお客さまと比較して、事故
頻度が約30%程度抑えられており、交通事故の
未然防止効果を確認しています（注1)（注2）。

（注1） 2018年4月以降始期契約について、2019年6月までに発生した事故を集計しています。
（注2） 同一車種の契約を対象として集計しています。

トヨタつながる
クルマの保険プラン

タフ・クルマの保険

事故頻度 
約30%
減少

事故低減効果（2019年8月現在、当社調べ）

6.9%
10.4%

事実、多くのお客さまが楽しみながら安全運転を実践されています！

トヨタのコネクティッドカーだからこそ実現できたトヨタのコネクティッドカーだからこそ実現できた

安全運転を楽しむ
安全運転がスコアとして目に見える楽しさを
運転特性を分析し、安全運転スコアや安全運転アドバイスをご提供
します。楽しみながら、運転が上達していくうれしさを実感できます。

詳しくは P.9 - 10

安全運転で 得する
安全運転が保険料の割引につながる新体験を
安全運転スコアに応じて運転分保険料が割引になり、
ドライブの楽しさに、“得する”という新たな喜びが加わります。

大切な人を見守る
24時間365日、いつでも見守られている安心感を
コネクティッドカーが大きな衝撃を検知したときには、衝撃検知
機能を通じてあいおいニッセイ同和損保へ自動で通知します。
さらに事故時の初期対応状況をご家族の方にもメールで連絡します。

詳しくは P.1 1 - 14

詳しくは P.15 - 16

楽しむ、得する、見守る
サポートで、あなたの安全運転の未来をつくります。

トヨタつながるクルマの保険プラン
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楽しむ
安全運転をスコア化することで、楽しみながら運転が日々上達していくうれしさを実感できま す。
また、運転特性を分析した「ドライブレポート」「マンスリーレポート」の2種類の安全運転アド  バイスをご提供します。

安全運転を

毎月の運転結果を振り返れる詳細なアドバイス

月1回のレポートで結果を確認

● 「ドライブレポート」「マンスリーレポート」は複数の方が運転された場合でも、運転者ごとではなく、ご契約のお車単位で作成されます。
● 「ドライブレポート」「マンスリーレポート」は専用アプリ（ナビ・スマホ）、または専用サイトより閲覧できます。
● 安全運転スコアは、ご契約のお車の毎月の走行における「速度超過・急アクセル・急ブレーキ」の発生頻度に基づいて算出されます。
● 「マンスリーレポート」は1か月間の車両運行情報の累計です（例：4/10保険始期契約で8月分レポートは8/10～9/9までの車両運行情報の累計）。

運転の度に確認できるワンポイントアドバイス

1回の運転ごとに、安全運転スコア
とアドバイスをお届けします。

１回の運転ごとのドライブルートを
表示します。速度超過・急アクセル・
急ブレーキのあった地点が表示さ
れるので、ご自身の運転を客観的
に振り返ることができます。

ドライブレポートマップドライブレポートマップ

クルマの予防安全装置作動状況
や、タイヤ空気圧・電子キーの電池
残量など、クルマからのアラーム
情報をお知らせします。

安全運転スコア
安全運転アドバイス
安全運転スコア
安全運転アドバイス

クルマからの
アラーム情報（注）
クルマからの
アラーム情報（注）

1か月分の車両運行情報を集積したスコアで
す。また、保険料欄には該当月走行分の保険
料を表示。安全運転スコアに基づく運転分保
険料割引額も表示されるので、成果を実感で
きます。

1か月間の運転データから導かれた詳細アド
バイスを表示します。
アドバイスはお客さま一人ひとりの運転特性
に合わせて、個別に作成されます。

安全運転アドバイス安全運転アドバイス安全運転スコア／保険料安全運転スコア／保険料

1回の運転ごとに振り返り

「ドライブレポート」

「マンスリーレポート」

（注）車種により提供できる情報が異なります。
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得する安全運転で
安全運転を楽しんでいたら、保険料も割引になっていた。そんなお得な体験ができるのも、「トヨタ  つながるクルマの保険プラン」のうれしいところ。
クルマを頻繁に利用される方も、安全運転を徹底していただくことで保険料がお得になります。

11 12

2 走行距離（1km単位）に応じた 合理的な保険料！

1

安全運転スコア
安全運転スコア（運転特性）に応じて

運転分保険料が割引に

走行距離
実際の走行距離に応じて

保険料が決定

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

● 上表の保険料は、21ページ記載のご契約内容に基づく分割払（口座振替）契約の年間保険料です。
● 「運転分保険料」は、「毎月の走行距離（1km単位）」に応じた保険料に毎月の「運転特性による割引」を適用したものとなります。
● 「運転特性による割引」は、ご契約のお車の毎月の走行における「速度超過・急アクセル・急ブレーキ」の発生頻度から運転特性を評価し、割引率を
　決定します（運転分保険料にのみ適用します）。
● 本商品は、ご契約のお車の走行距離や運転特性によっては、当社が販売している他の自動車保険商品と比べて保険料が割高となる場合があります。
 当社が提供する「ドライブレポート」や「マンスリーレポート」の安全運転アドバイスをご活用いただき、安全運転を心がけてください。

● 保険料は走行距離や運転特性にかかわらず払い込んでいただく「基本保険料」と、毎月の走行距離（1km単位）および運転特性に応じて払い込んで
　 いただく「運転分保険料」から構成されています。
● 保険期間中の年間累計走行距離（注）が20,000kmを超える部分の運転分保険料は請求しません。
　 （注）保険期間が1年を超えるご契約の場合は、保険年度ごとの累計走行距離とします。

年間走行距離（目安）
4,000km

101,160
安
全
運
転
ス
コ
ア

80点以上

60～79点

59点以下

111,120円（運転特性や走行距離にかかわらず保険料は一定）〈ご参考〉 タフ・クルマの保険

保険料は、「基本保険料」と
「運転分保険料」で構成さ
れています。

80点以上

60～79点

59点以下

基
本
保
険
料

80%割引

40%割引

運
転
分
保
険
料

運転分保険料を決めるのは、

基本
保険料

基本保険料

運転特性に基づく納得感のある保険料！

運転分
保険料
運転分
保険料

安全運転スコア 安全運転で運転分保険料が割引に

と

1 2

円

59点以下との差額59点以下との差額

59点以下との差額

▲5,160円

運転分
保険料
運転分
保険料

102,480円
▲10,320円

103,680円
▲15,600円

105,000円
▲20,640円

106,320円
▲25,800円

103,680円
▲2,640円

107,640円
▲5,160円

111,480円
▲7,800円

115,320円
▲10,320円

119,160円

106,320円 119,280円 125,640円 132,120円

▲12,960円

112,800円

（注）＜＞内は、月間走行距離

（※）トヨタつながるクルマの保険プランとは補償内容が異なります。詳細は21ページをご覧ください。

＜333km＞
8,000km
＜667km＞

12,000km
＜1,000km＞

16,000km
＜1,333km＞

20,000km
＜1,667km＞



保険料の確認方法保険料の確認方法
専用アプリ（ナビ・スマホ）・専用サイトのマンスリーレポート画面にて、月々の請求保険料や運転分
保険料の割引を確認することができます。

安全運転のポイント安全運転のポイント
安全運転スコアで高得点を取るには、安全運転のポイントを知ることが大切です。
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減速時は、早めにアクセルを離し
ましょう。走行中の車はアクセル
を離してもしばらくは惰性で進
みます。ブレーキの踏み始めは
おだやかに踏み効き始めたら
しっかり踏み込んで減速します。

● 上記ポイントは安全運転の一例です。実際に走行する際は、交通ルールを守って安全運転を心がけてください。
● 道路状況や子どもの飛び出し等の事故につながる危険を察知した場合は、急激なブレーキ操作をしてでも衝突を回避してください。

早めのアクセルオフ

高
得
点
が
狙
え
る
運
転

割引率・
割引額の確認

専用ナビ
アプリ

保険料の確認 割引率・割引額の確認

急ブレーキを踏むと、車内座席で
前に倒れ込むような衝撃を感じ
ます。

急ブレーキ

得
点
が
低
く
な
る
運
転

専用スマホアプリ
・専用サイト

保険料の確認

適切な車間距離

高速道路でずっと追越車線を走
行していると気が付かないうち
にスピードが出ています。

速度超過

ふんわりアクセル

急アクセルを踏むと、車内座席
で後ろに引っ張られるような衝
撃を感じます。

急アクセル

過去分の
閲覧も
できます

運転中発進 停止

走行中は加減速を少なくし、交
通状況（車の流れ）に応じた一定
の速度で運転しましょう。そのた
めには、車間距離を十分にとるこ
とがポイントです。

発進時は、おだやかにアクセル
を踏んで発進しましょう。その後、
アクセルを踏み増して徐々に加速
します。

（注）ご契約のお車に当社指定のカーナビを装着していない場合は、専用ナビアプリはご利用いただけません。専用スマホアプリ・専用 
 サイトをご利用ください。
（注）ご契約のお車に当社指定のカーナビを装着していない場合は、専用ナビアプリはご利用いただけません。専用スマホアプリ・専用 
 サイトをご利用ください。

アクセルオフ ブレーキで調整急ブレーキを
必要としないよう
十分にとる

おだやかに
踏む



安否確認コールを希望されない場合

＜レッカー手配・事故受付・レンタカー手配など＞ ＜事故初期対応状況をメールでご連絡＞

もしものときにあなたを支えるドライバーに
安心を

お客さま ご家族

自動通報受信デスク

● 安否確認コールの連絡先電話番号は、専用スマホアプリまたは専用サイトの初回ログイン時に設定した電話番号（保険期間中でも設定を変更
　 することは可能です）となるため、運転者に電話連絡が入らない場合があります。
● ご契約のお車の「ヘルプネット」が作動している場合、30分間データ通信ができない状態となりますので「緊急時リアルタイムサポート」は
　 ご利用いただけません。
● ヘルプネット（HELPNET）は、株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。
　 詳しくは、T-Connectサイト（https://tconnect.jp/）にてご確認ください。

（注3） 安否確認コールによってお客さまの負傷が確認され、専任オペレータがお客さまご自身での119番通報が困難だと判断する場合に、管轄の
 消防本部へ救急車の出動を依頼します。
（注4） 事故受付・レンタカー手配は、自動通報受信デスクから専用事故受付デスクに連携され、専任オペレータが対応します。

緊急時リアルタイムサポート

「安否確認コール」を希望されなかったお客さまには、あいおいニッセイ同和損保より緊急時連絡先をメールでご連絡します。
メールに記載された緊急時連絡先にお客さまよりご連絡いただくことで、緊急のレッカー手配や救急車の出動依頼・事故のご報告・レン
タカー手配等を行います。

レッカー手配 救急車の
出動依頼（注3）

事故受付（注4）レンタカー手配（注4）

事故のご連絡

＠

ご登録のメールアドレスにメール送信 ＠

救急搬送の有無事故発生の事実 おケガの有無

安否確認コール
（必要に応じ緊急車両を手配）

ご家族への情報共有メール送信
衝撃

あいおいニッセイ
同和損保

あいおいニッセイ同和損保

自動通報受信デスクお客さま

トヨタのコネクティッドカーが大きな衝撃（自力走行が困難と思われる程度の衝撃）（注1）（注2）を検知すると、自動的に自動通報受
信デスクに通知し、登録された電話番号に「安否確認コール」を行います。専任オペレータが、事故直後の初期対応に必要なアド
バイスを行います。
（注1）車種や車両の重量等の条件により衝撃の検知に違いがあるため、コールセンターに通知されないことがあります。事故発生時に安否確認コー

ルがない場合は、お手数ですが専用スマホアプリ等で「つながるクルマの保険事故受付デスク」またはご契約の代理店・扱者にご連絡ください。
（注2）事故以外による衝撃を検知した場合にもコールセンターに通知され、安否確認コールがされることがあります。

お子さまが免許を
取り立てで心配

遠方で暮らす
両親の運転が心配

夫がクルマ通勤
なので事故が心配

●「あんしん見守りサポート」のご利用にあたっては、専用スマホアプリまたは専用サイトにて情報提供先メールアドレスの登録が必要です。
●登録された情報提供先メールアドレスには、毎月の「マンスリーレポート」も共有されます（ドライブレポートは共有されません）。
●情報提供先メールアドレスは最大3件までご登録いただけます。

もしものときに大切なご家族に知らせるご家族にも
安心を あんしん見守りサポート

こんなケースでも、ご家族に情報共有メールが届くので安心です

事故にあってしまったとき、心配してくれる家族にはいち早く状況を伝えたい。そうした声を集めて誕生したのが、「あんしん見守り
サポート」。「トヨタつながるクルマの保険プラン」では、事前にご登録いただいたご家族のメールアドレスに、事故発生の事実・
おケガの有無・救急搬送の有無をメールでご連絡します。

15 16

見守る大切な人を
安全運転を心がけていても、万一の事故やトラブルにはしっかりと備えておきたいもの。
「トヨタつながるクルマの保険プラン」では、大きな衝撃を検知した場合にはあいおいニッセイ   同和損保から自動的にお客さまへご連絡。
レッカー手配や事故の受付、ご家族の方への状況連絡などをサポートします。



「トヨタ販売店ならでは」の魅力的な

＜ご注意事項＞
・「コンビにプラン」は、「ローン・リースの自動車保険に関する保険料分割払特約」（注）および「ローン・リースの自動車保険に関する特約（保険料分割払方式）」（注）
がセットされた長期自動車保険のペットネームです。
・保険料は基本保険料（定額部分）と運転分保険料（変動部分）から構成されており、運転分保険料は毎月の走行距離および安全運転スコア（運転特性）により変動します。
 （注）「車両運行情報による保険料精算に関する特約用」を含みます。

「コンビにプラン」の払込額の例

払込総額 314,040円 払込総額 294,768円

払込総額 409,200円 払込総額 294,768円

月々8,970円
（年間107,640円）月々8,680円

（年間104,160円）
月々8,520円
（年間102,240円）

月々8,188円（年間98,256円）

１年目
10等級
（0年）

2年目
11等級
（0年）

3年目
12等級
（0年）

次契約
13等級
（0年）

１年目
10等級
（0年）

2年目
ーーーー

3年目
ーーーー

次契約
13等級
（0年）

１年目
10等級
（０年）

2年目
7等級（F）
（３年）

3年目
8等級
（２年）

次契約
9等級
（1年）

１年目
10等級
（0年）

2年目
ーーーー

3年目
ーーーー

次契約
9等級
（２年）

月々8,970円
（年間107,640円）

月々12,640円
（年間151,680円）

月々12,490円
（年間149,880円）

月々8,188円（年間98,256円）

〈3年間無事故の場合〉

〈１年目に3等級ダウン事故が１件あった場合〉

分割払（口座振替）に比べてお得！
●特に1年目のご負担が軽減されます。
●4年目は分割払（口座振替）と同様、
　13等級（0年）でご契約。

分割払（口座振替）との差

▲ 19,272円

分割払（口座振替）に比べてお得！
●事故があっても保険期間終了までは
等級がダウンしません。

分割払（口座振替）との差

▲114,432円
事故 事故

分割払（口座振替）

分割払（口座振替） コンビにプラン

コンビにプラン

ご契約手続きは、おクルマ購入時のクレジットのお手続きと同時に1回で完了。
毎年の継続手続きは不要です。しかも、ご契約時に現金をご準備いただく必要もありません。

のメリット

トヨタのクレジットと一体で便利！

おクルマのクレジットと保険のお得なコンビ。
1年契約のタフ・つながるクルマの保険（口座振替）をご契約した場合に比べて、払込総額がお得（注1）です。
（注1）ご契約時の等級・事故有係数適用期間によっては、1年契約と比較してお得にならない場合があります。

払込総額がお得！

万一の事故の場合も保険期間終了までご契約時に定めた月々の基本保険料分は変わりません（注2）。
（注2）次回のご継続時には、ご契約年数、ご契約期間中の事故件数等に応じた等級・事故有係数適用期間が適用されます。

万一の事故の場合に保険を使用しても安心！

トヨタのクレジットでおクルマをご購入のお客さまへ

をおすすめします！をおすすめします！

おクルマをクレジットでご購入されるお客さまにおすすめするお得な自動車保険

コンビにプラン

トヨタのクレジットと一体で便利！
1

メリット

2
メリット

3
メリット

のメリットながらくプラン

・「ながらくプラン」は「立替払保証付クレジットカードによる保険料払込に関する特約」（注）および「無事故返戻金付長期契約保険料平準分割払特約」（注）がセット
された長期自動車保険のペットネームです。
・17・20ページ記載の保険料比較では、毎月の走行距離および安全運転スコア（運転特性）が変わらない前提で、年間走行距離（目安）8,000km（毎月
667km）、安全運転スコア60～79点（運転特性による割引40％）にて運転分保険料を算出しています。
・試算条件の詳細につきましては本パンフレット21ページをご覧ください。
 （注）「車両運行情報による保険料精算に関する特約用」を含みます。

保険料の払込みはTS CUBIC CARDを通じて行われますので、ご契約手続きが便利です。
また、カード決済額に応じてTS CUBIC CARDのポイントが付与されます。

TS CUBIC CARD払で便利！

無事故の場合には、満期時にもらってうれしい“無事故祝い金”をお支払いします。
（注1）無事故祝い金とは、無事故返戻金付長期契約保険料平準払特約（車両運行情報による保険料精算に関する特約用）における無事故返れい金のことをい

い、保険期間中、無事故の場合にご契約時の1回分の分割基本保険料と同額をお支払いします（年払方式はご契約時の分割基本保険料の1回分の
1/12の額（円単位を四捨五入し10円単位とします）となります）。

もらってうれしい無事故祝い金（注1）付き！

万一の事故の場合も保険期間終了までご契約時に定めた基本保険料は変わりません（注2）。
（注2）次回のご継続時には、ご契約年数、ご契約期間中の事故件数等に応じた等級・事故有係数適用期間が適用されます。

万一の事故の場合に保険を使用しても安心！

事故があった場合でも保険期間終了までは
等級がダウンしません。

　

万一事故があった場合（ご契約時10等級・事故有係数適用期間0年で1年目に3等級ダウン事故が1件あった場合）

「ながらくプラン」の払込額の例

無事故祝い金
7,840円

月々8,430円（年間101,160円）
月々8,970円
（年間107,640円）月々8,680円

（年間104,160円）
月々8,520円
（年間102,240円）

１年目
10等級
（0年）

2年目
11等級
（0年）

3年目
12等級
（0年）

次契約
13等級
（0年）

次契約
13等級
（0年）

１年目
10等級
（0年）

2年目
ーーーー

3年目
ーーーー

〈3年間無事故の場合〉

●特に1年目のご負担が軽減されます。
●4年目は分割払（口座振替）と同様、
　13等級（0年）でご契約。

分割払（口座振替）と実質のご負担額との差

▲18,400円払込総額

無事故祝い金

実質のご負担額

303,480円
▲7,840円

　295,640円

2年目
7等級（F）
（3年）

次契約
9等級
（1年）

１年目
10等級
（0年）

3年目
8等級
（2年）

事故

１年目
10等級
（0年）

2年目
ーーーー

3年目
ーーーー

次契約
9等級
（2年）

事故

分割払（口座振替）

事故があった翌年の等級がダウンし保険料がアップします。
　

払込総額 314,040円

その他のお支払い方法でおクルマをご購入のお客さまへ

もらってうれしい
無事故祝い金

TS CUBIC CARD個人会員のお客さまに！ カード払で便利な『無事故祝い金付長期自動車保険』

をおすすめします！をおすすめします！

分割払（口座振替）に比べてお得！

分割払（口座振替） （月払）ながらくプラン

（月払）ながらくプラン

1
メリット

2
メリット

3
メリット

17 20



「トヨタ販売店ならでは」の魅力的な

2
メリット 長期契約でのご契約をご希望のお客さまも

「まとめ割（ノンフリート多数割引）」が適用可能！

3
メリット

保険料を分割払（月払）にしても、分割割増（５％）なし！

ご契約期間中、
1年ごとの

継続手続きは不要です

万が一、事故が
発生した場合でも、

ご契約時に定めた保険料が
満期まで変わりません

（※）次回のご継続時には、ご契約年数、ご契約期間中の事故件数等に応じた等級・事故有係数適用期間が適用されます。

1
メリット

夫婦でも、親子でも、企業でもご契約台数に応じて保険料を割引！

（注2）「ノンフリート多数割引」を適用する場合、記名被保険者は次のいずれかに該当する方に限ります。
    　 ●保険契約者　●保険契約者の配偶者　●保険契約者またはその配偶者の同居の親族
    　 ●保険契約者がリース業者の場合は、次の①～③のいずれかに該当する方（「ご契約のお車の借主」が同一である場合に限ります）
　　  　①ご契約のお車の借主　②ご契約のお車の借主の配偶者　③ご契約のお車の借主またはその配偶者の同居の親族
    　 ●保険契約者がご契約のお車の所有権留保条項付売買契約上の売主の場合、次の①～③のいずれかに該当する方（「売買契約上の買主」が同一である場合に限ります）
　　  　①売買契約上の買主　②売買契約上の買主の配偶者　③売買契約上の買主またはその配偶者の同居の親族
　　  （※）配偶者には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える     

　　  状態にある方を含みます。保険期間の中途で上記の条件を満たさなくなった場合でも、満期日まで本割引を適用します。

（注1）保険期間が1年を超えるご契約（一時払を除きます）においては、複数の保険証券でご契約になる場合でも、次の①～③の条件がすべて同一であるご契約が2契約以
上あるときは、この割引を適用します。

 ①取扱代理店　②各保険証券の始期日および満期日　③保険契約者（「コンビにプラン」は記名被保険者を保険契約者とみなします）

「まとめ割」を適用せずご契約いただいた場合 「まとめ割」を適用してご契約いただいた場合

割増 なし 割増 なし 割増 なし割増5％ 割増5％ 割増5％

さらにトヨタ販売店ならではの

でまとめることをおすすめします！

ながらくプランの詳細は次ページへ

保険期間が統一されるため、おクルマの台数分の
自動車保険手続きがまとめて1回で完結し便利です

2台以上のお車を1保険証券（注1）で

まとめてご契約いただくと、　　　　　　　　

さらに

２台 ３～５台 ６台以上ご契約台数

3％割引 4％割引 6％割引「まとめ割」

割引率
（ノンフリート多数割引（注2)）
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あいおいニッセイ同和損保では、夜間・休日も事故受付だけでなく、
受付後の「初期対応」「相手の方とのやりとり」「示談交渉」まで対応します！

ご契約内容〈タフ・クルマの保険(個人総合自動車保険)、タフ・つながるクルマの保険（個人総合自動車保険）〉〈始期日：令和2年1月〉
○自家用普通乗用車、10等級・事故有係数適用期間0年（契約時）、26才以上補償、記名被保険者年令別料率区分：30～39才、始期日時点の年令：35才、料率クラス：車両クラス7、対人・
自損クラス7、対物クラス7、傷害クラス7、初度登録（検査）年月：令和2年1月、新車割引、ASV割引、運転免許証の色：ゴールド、使用目的：日常・レジャー使用
※新車割引は3年目まで適用、ASV割引は3年目まで適用

○補償内容　対人賠償保険：無制限、対人臨時費用特約：あり、対歩行者等傷害特約：あり、対物賠償保険：無制限（免責金額：なし）、対物超過修理費用特約：あり、人身傷害保険：5,000万
円、自動車事故特約：あり、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約：あり、人身傷害家族臨時交通費用特約：あり（タフ・つながるクルマの保険の場合）、傷害一時金特約：あり
（傷害一時金倍額払特約セット）、車両保険〈一般補償〉（免責金額0-10万円）：1年目200万円、2年目160万円、3年目130万円、新車特約：あり（新車保険金額200万円）、全損時諸費
用特約：あり、弁護士費用（自動車事故型）特約：あり、ロードサービス費用特約〈代車提供型〉：あり、車両保険無過失事故特約：あり　※新車特約は3年目までセット

○運転分保険料は、毎月の走行距離および安全運転スコア（運転特性）が変わらない前提で算出しています。
○コンビにプランの払込額はトヨタファイナンス株式会社の事務委託手数料（2.1%）を含んでおります。
○「分割払（口座振替）」はあいおいニッセイ同和損害保険㈱で1年契約を3年間継続した場合の払込額となります。ご契約後の保険料改定等は考慮していません。
○本パンフレット記載の保険料は令和2年1月現在の保険料にもとづくものですので保険料の改定等により変更となることがあります。

● T-Connectサービスの詳細はT-Connectサイト（https://tconnect.jp/）にてご確認ください。
● このパンフレットは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずタフ・つながるクルマの保険（個人総合自動車保険）パンフレットおよび、「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、必要に応じて当社のホームページでご参照ください。もしくは取扱代理店または当社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または当社までお問合わせください。

● コンビにプランをご契約の際は必ずコンビにプランパンフレット、「重要事項のご説明」〈コンビにプラン〉（タフ・つながるクルマの保険用）および「〈タフ・つながるクルマの保険用〉『コン
ビにプラン』（クレジット一体型保険）のご契約について」もあわせてご覧ください。

● ながらくプランをご契約の際は必ずながらくプランパンフレット、「重要事項のご説明」および「ながらくプラン同意事項」の〈注意事項〉もあわせてご覧ください。
● 「トヨタつながるクルマの保険プラン」はトヨタ販売店で取扱う「タフ・つながるクルマの保険」のペットネームです。
● 「タフ・つながるクルマの保険」は「車両運行情報による保険料精算に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険のペットネームです。
● 「タフ・つながるクルマの保険」に関するカーナビゲーションやスマートフォン・パソコン等の設定・操作方法については「トヨタつながるクルマの保険プランかんたんガイド」をご覧ください。
● このパンフレットの内容は令和2年1月現在のものです。
● 契約取扱者が取扱代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。した
がいまして、取扱代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。

（※）専用ナビアプリからのワンタッチ事故
通報のご利用にはスマホのBluetoothハ
ンズフリー接続が必要です。

（注1）スマホの機種・OSによりご利用いただけない場合があります。
（注2）ご契約のお車に当社指定のカーナビを装着していない場合は、専用ナビアプリはご利用いただけません。専用スマホアプリをご利用ください。

保険料は基本保険料と運転分保険料に分かれて算出されます。なお運転分保険料については、原則初回基本保険料払込月の翌月から払い込んでいただきます。

● 基本保険料：始期日の翌月である5月に口座振替（以降、始期応当日の属する月の翌月にお引落とし）
● 運転分保険料：1年度ごとに年間分の運転分保険料を始期応当日の属する月の13か月後である翌年5月にまとめて口座振替（以降、始期応当日の属する月の翌月にお引落とし）

● 基本保険料：始期日（納車日）により、1・2日始期契約は始期日の属する月の翌月である5月、3日以降始期契約は始期日の属する月の2か月後である6月よりお引落とし  
 開始（以降、毎月定額でお引落とし）
● 運転分保険料：始期日（納車日）に関係なく、始期日の属する月の３か月後である7月よりお引落とし開始（以降、毎月の走行距離および安全運転スコア（運転特性）に応じた保険料をお引落とし）

※上表のお引落としサイクルはTS CUBIC CARDを保有されているお客さまの場合です（即時売上でTS CUBIC CARDにご加入の場合は上表のサイクルとは異なります）
● 基本保険料：2日払は始期日の３か月後である7月、17日払は２か月後である6月にお引落とし開始（以降、毎月定額でお引落とし）
● 運転分保険料：初回基本保険料払込月の翌月（2日払は8月、17日払は7月）にお引落とし開始（以降、毎月の走行距離および安全運転スコア（運転特性）に応じた保険料をお引落とし）

※上表のお引落としサイクルはTS CUBIC CARDを保有されているお客さまの場合です（即時売上でTS CUBIC CARDにご加入の場合は上表のサイクルとは異なります）
● 基本保険料：2日払は始期日の３か月後である7月、17日払は２か月後である6月にお引落とし開始（12か月分を一括で払い込んでいただき、以降毎年お引落とし）
● 運転分保険料：2日払は始期日の属する月の15か月後である翌年7月、17日払は始期日の属する月の14か月後である翌年6月にまとめてお引落とし（毎月 
 の走行距離および安全運転スコア（運転特性）に応じた保険料の合計を払い込んでいただき、以降毎年同時期のお引落とし）

● 基本保険料：始期日の翌月である5月より口座振替開始（以降、毎月定額でお引落とし）
● 運転分保険料：初回基本保険料払込月の翌月である6月より口座振替開始（以降、毎月の走行距離および安全運転スコア（運転特性）に応じた保険料をお引落とし）

口座振替（月払）

保険年度

基本保険料の払込回目

運転分保険料の払込回目

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 2 3 4

56 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

口座振替（年払）

保険年度

基本保険料の払込回目

運転分保険料の払込回目

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

1 1

2年目1年目

1 12～

コンビにプラン

保険年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 2 3

56 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 2 3

6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

基本保険料の払込回目

運転分保険料の払込回目

基本保険料の払込回目

運転分保険料の払込回目

2年目1年目

1・2日
始期

3日以降
始期

ながらくプラン（月払）

保険年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

1 2 3 4 5 1 2

1

3

2

6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 2 3

6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

基本保険料の払込回目

運転分保険料の払込回目

基本保険料の払込回目

運転分保険料の払込回目

2年目1年目

2日払

17日払

クルマの事故は、
夜間・休日に
発生する割合が 当社自動車事故受付件数より時間帯別

の事故発生割合を算出（平成30年度）
当社自動車事故受付件数より時間帯別
の事故発生割合を算出（平成30年度）

あいおいニッセイ同和損保の「24時間365日事故対応」は、
夜間・休日も「事故の受付」だけではありません！

67.6
夜間・休日

T-Connectナビ スマホ

事故発生時にT-Connectナビの
「事故受付デスク」をタッチすること
でつながるクルマの保険事故受付
デスクへ直接通報（注2）

クルマから離れていても専用スマ
ホアプリからつながるクルマの保険
事故受付デスクへ通報が可能

つながるクルマの保険お問合わせデスク 0120-355-371

60%以上

お問合わせはこちら

あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター 0120-101-101
つながるクルマの保険事故受付デスク 0120-907-995

24時間365日、事故報告は専用事故受付デスクにワンタッチ通報

動画で分かる
「トヨタつながるクルマの保険プラン」

平日　9：00～17：00

平日　9：00～19：00
土日祝9：00～17：00

24時間365日受付

（例） 4月を始期日とするご契約の保険料を払い込んでいただく場合

各種ご照会

契約内容変更のご連絡

事故のご連絡

「トヨタつながるクルマの保険プラン」のお引落としサイクルについて

つながるクルマの保険
事故受付デスク

専任オペレータが受付

2年目1年目

ながらくプラン（年払）

保険年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

基本保険料の払込回目

運転分保険料の払込回目

基本保険料の払込回目

運転分保険料の払込回目

2日払

17日払

1
1 12～

1
1 12～

1

1

2年目1年目

「専用ナビアプリ＋スマホ・携帯電話（Bluetooth ハンズフリー接続）」・「専用スマホアプリ」
により、つながるクルマの保険事故受付デスクに直接通報することができます（注1）。

右記QRコードよりご視聴いただけます。

24時間365日
事故対応サービス

プロモーション動画
もご覧ください。

（注）QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
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