
２０１９年１２月３日 

ドライブレコーダー・テレマティクスサービス『Ｆ－ドラ』の 

テレビＣＭの放映開始 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上火災保険株式会社（社長：原 典之）は、 

１２月４日（水）から、ドライブレコーダー・テレマティクスサービス『Ｆ－ドラ』の新ＣＭを全国で 

放映します。 

 『Ｆ－ドラ』は、株式会社ＪＶＣケンウッド（社長執行役員 ＣＥＯ：江口 祥一郎）と共同開発した 

当社専用ドライブレコーダーと、業界初のインカメラを活用し、事故・緊急時のサポートに加え、企業の

事故防止や運行管理をサポートするサービスです。新ＣＭは、２０１８年１２月から放映を開始した、俳

優・清野 菜名さんが出演するＣＭ『ＧＫ 見守るクルマの保険（ドラレコ型）』の第２弾で、２０２０年

１月からサービス提供を開始する『Ｆ－ドラ』のアピールポイントを実況仕立てで表現しています。 

新ＣＭは当社オフィシャルＷｅｂサイトにも掲載していますので、ぜひご覧ください。 

１．新ＣＭのコンセプト 

・昨今、 スマートフォンの「ながら運転」等、自動車の危険運転が社会問題となっています。

・社有車（フリート契約）向け『Ｆ－ドラ』サービスは、専用インカメラによる「顔認証」機能でドラ

イバー個人を特定するとともに、居眠り運転や「ながら運転」を検知して注意喚起を行います。また、

ドライバーの運転挙動や運行状況を記録して、企業の管理者にフィードバックすることにより、一人

ひとりにあわせた安全運転指導等、高いレベルで企業の安全運転取組をサポートします。

・新ＣＭは、こうしたサービスの機能をわかりやすくご紹介するとともに、お客さまにより一層の安心

をお届けしたいという当社の想いを込めて制作しました。

２．新ＣＭの内容 

  社有車を運転中の清野さんが居眠り運転をしそうになりますが、インカメラの「危険運転挙動の検知・

アラート機能」により、事故を回避するストーリーです。インカメラの顔認証機能により、事故を未

然に防ぐだけでなく、企業の管理者が「ドライバー」単位での運転傾向を把握でき、より効果的な安

全運転取組につなげられる安心感を伝えています。 

３．撮影時のエピソード 

インカメラにより清野さんが事故を回避するシーンでは、さまざまなパターンを撮影しました。 

  清野さんの表情にぜひご注目ください。 

４．放映スケジュール 

１２月４日（水）から全国で放映を開始します。本ＣＭは当社オフィシャルＷｅｂサイト、 

ＹｏｕＴｕｂｅ公式チャンネルからご覧いただけます。 

ＵＲＬ     ：https://www.ms-ins.com/company/advertisement/cm/ver_045.html 

  ＹｏｕＴｕｂｅ：https://youtube.com/c/msinsurance 

  以 上 

添付別紙：『社有車（フリート契約）向けサービス「Ｆ－ドラ」登場篇』カット表 

https://www.ms-ins.com/company/advertisement/cm/ver_045.html
http://youtube.com/c/msinsurance
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大好評の
ドライブレコーダー付き
自動車保険から

実況 ）

16)

CI : MS&AD
       INSURANCE GROUP 

telop : 契約 10 万件突破 !!

telop : 社有車向け登場

telop : 社有車向け登場

telop : 営業 2課　清野菜名
注釈 : ※CM上の演出です。

注釈 : ※各機能の作動には一定の条件が
あります。状況によっては正常に
作動しない場合があります。

社有車向けが登場です！
実況）

出ましたねー
解説 ）

解説 ）

MS&AD
サウンドロゴ ）

清野、社有車に乗り込んだ！
実況）

業界初！
注釈 : ※損害保険業界として初
(2019 年 10 月時点・当社調べ )

解説 ）

清野いい顔だ！

いや、危ないっ
解説 ）

眠気を検知しました

居眠り運転を検知して
事故を未然に防いだ！

実況 ）

インカメラ、
いい仕事した！

解説 ）

telop : 運転中のスマホ等操作も検知。

危ない場面でした
実況）

もちろん、万が一の時は
オペレータと通話が可能。

実況）

おっと、
清野呼ばれましたよ

解説 ）

社員の運転状況を
レポートで確認！

適切な運転指導が
できるので安心です

実況）

するどい指摘ですねー
解説 ）

改善し、
今後に期待しましょう！

実況）

ドライブレコーダー

三井住友海上です。おケガはありませんか？

オペレータ

清野君

上司

注釈 : ※『GK 見守るクルマ保険
( ドラレコ型 )』が累計販売件数
10万件を突破
(2019 年 9月末時点 )

注釈 :※お車を 10台以上お持ちの
お客さまが対象です。

はい、大丈夫です

清野さん

注釈 : ※運転レポートはイメージです。

注釈 : ※CM上の演出です。

注釈 : ※CM上の演出です。

注釈 : ※各機能の作動には一定の
条件があります。状況によっては
正常に作動しない場合があります。
※すべての事故を防ぐものでは
ありません。

実況 ）
どの社員が運転してい
るかが把握できます！

実況）
インカメラによる
顔認証機能で

(字幕あり)
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telop : ドライブレコーダー付き自動車保険といえば

telop : あおり運転も録画できる !

telop : REPLAY

ドライブレコーダー付き自動車保険
といえば

NA ）

個人向けは後方カメラが登場
NA ）

リプレイです
実況）

あおり運転も録画できる！

清野さん

logo : MS&AD 三井住友海上　社有車向け F ドラ

注釈 : ※後方カメラはオプションです。別途ご購入いただく必要があります。
また、取付費用はお客さまのご負担となります。

三井住友海上
NA ）

telop : 個人向け

注釈 : ※『F-ドラ』には一定の加入条件があります。
また、本サービスは、三井住友海上が貸与する専用ドライブレコーダーおよび専用インカメラを
 正しく設置することでご利用いただけます。専用ドライブレコーダーの通信・通話機能は、
電波状況が良好かつ電気が供給されている場合に作動します。
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大好評の
ドライブレコーダー付き
自動車保険から

実況 ）

CI : MS&AD
       INSURANCE GROUP 

telop : 契約 10 万件突破 !!

telop : 社有車向け登場

telop : 社有車向け登場

社有車向けが登場！
実況）

出ましたねー
解説 ）

MS&AD
サウンドロゴ ）

実況）

実況 ）

眠気を検知しました

居眠り運転を検知して
事故を防いだ！

実況 ）

telop : 運転中のスマホ等操作も検知。

ドライブレコーダー

オペレータ

清野、危ないっ
解説 ）

telop : ドライブレコーダー付き
　　　自動車保険といえば

telop : あおり運転も録画できる !

telop : REPLAY

ドライブレコーダー付き
自動車保険といえば

NA ）

個人向けは後方カメラが登場
NA ）

リプレイです
実況）

あおり運転も録画できる！

清野さん
どの社員が
運転しているかが
把握できる！

注釈 : ※後方カメラはオプションです。
別途ご購入いただく必要があります。
また、取付費用はお客さまのご負担と
なります。

telop : 営業 2課　清野菜名

logo : MS&AD 三井住友海上
          社有車向け F ドラ

業界初！インカメラにより

注釈 : ※損害保険業界として初
(2019 年 10 月時点・当社調べ )

三井住友海上
NA ）

telop : 個人向け

三井住友海上です。おケガはありませんか？

注釈 : ※各機能の作動には一定の
条件があります。状況によっては
正常に作動しない場合があります。
※すべての事故を防ぐものでは
ありません。

はに』ラド-F『 ※: 釈注
一定の加入条件があります。
また、本サービスは、三井住友海上が
貸与する専用ドライブレコーダー
および専用インカメラを正しく
設置することでご利用いただけます。
 専用ドライブレコーダーの
通信・通話機能は、電波状況が良好
かつ電気が供給されている場合に
作動します。

注釈 : ※CM上の演出です。

注釈 : ※CM上の演出です。

注釈 : ※『GK 見守るクルマ保険
( ドラレコ型 )』が累計販売件数
10万件を突破
(2019 年 9月末時点 )

注釈 :※お車を 10台以上お持ちの
お客さまが対象です。

注釈 : ※各機能の作動には一定の条件が
あります。状況によっては正常に
作動しない場合があります。

実況）

万が一の時は
通話が可能！

注釈 : ※CM 上の演出です。
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