
「Ai’s」のサービスを
よりイメージしていただける動画です。

ぜひこちらからご覧ください！

『見守るクルマの保険
（プレミアム ドラレコ型）』、

『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』の
ドライブ

レコーダー映像

ＡＩによる事故状況説明システム

Ai’s
ア　 イ 　ズ

保険料の改定2

商品の改定1

詳細は中面をご確認ください

自動車保険の改定のご案内
平素は三井住友海上の自動車保険をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、当社では2022年1月1日以降始期のご契約から自動車保険を改定いたしました。お客さまに一層の安心と信頼をお届けするために
商品の改定を行うとともに、直近の事故発生状況等を踏まえ、保険料水準等の見直しを行っております。
本ご案内をご確認いただき、引続き三井住友海上をご用命くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

2022年1月1日以降に満期を迎える
ご契約者のみなさまへ

GK ：GK クルマの保険 一般用：自動車保険・一般用 ：はじめての自動車保険はじめて

A2370-1　2,700,000　2021.11　A3D12　B　（修）　(62)　62

●このご案内は、2022年1月改定の概要をご説明したものです。なお、満期を迎えるご契約の始期日が2020年12月31日以前の場合（保険期間が1年を超え
る長期契約のお客さま）、本改定前に実施済みの自動車保険の改定等による変更点があります。ご不明な点については取扱代理店または当社までお問合わ
せください。
●2022年1月1日以降のご契約の詳細は、パンフレット、『重要事項のご説明』または『ご契約のしおり（普通保険約款・特約）』等をご覧ください。
●『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』、『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』は、『ＧＫ クルマの保険』または『自動車保険・一般用』に「ドライブレコー
ダーによる事故発生の通知等に関する特約」をセットした契約の略称です。
●『ＧＫ クルマの保険』は家庭用自動車総合保険、『自動車保険・一般用』は一般自動車総合保険、『ＧＫ クルマの保険・ドライバー保険』は自動車運転者損害賠
償責任保険、『はじめての自動車保険』は個人用自動車保険、『1DAY保険』は24時間単位型自動車運転者保険の略称です。

：1DAY保険1DAY

『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』　の発売1
『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』の機能・サービスを向上した『見守るクルマの保険（プレ
ミアム ドラレコ型）』（略称：プレドラ）を発売します。全方位の状況を録画できる360°カメラ
を採用、駐車時の監視機能等の新機能を搭載した新たな専用ドライブレコーダーを活用し、
保険会社ならではの事故対応サービスと充実した安全運転支援サービスにより、お客さまに
一層の安心をお届けします。

直近の事故発生状況等を踏まえ、保険料水準を見直します。全体的な保険料水準は引下げですが、お客さまのご契約条件によっては保険料が引上
げとなる場合がありますので、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

人身傷害保険における重度後遺障害時の補償拡大
ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして重度後遺障害（注）を被り、介護が必要となった場合、ご契約の保険金額にかかわらず『無制限』と
して人身傷害保険金をお支払いするように改定します。

長期優良割引の廃止3
現在、20等級が適用されているご契約のうち約９割のご契約に長期優良割引が適用されており、20等級のご契約の間で差異を設ける意義が薄れ
ていることから、本割引（割引率：2％）を廃止します。

3

その他の改定3

保険料水準の見直し1

新機能が加わりました！

360°撮影機能

常時通報機能

駐車監視機能

車外持ち出し機能

GK 一般用

専用ドライブレコーダー活用型商品における改定（ドラレコ継続割引の新設・特約保険料の改定）2
●『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』または『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』を3年間（36か月間）ご継続いただいた場合、4年
度目以降のご契約に対して、「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」の
特約保険料を30％割り引きます。
●『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』を選択した場合の「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」の特約保険料を、月額
850円から650円に引き下げます。※保険期間1年・一般分割12回払の場合の特約保険料です。

GK 一般用

GK 一般用 はじめて

GK 一般用

ドライバー：ＧＫ クルマの保険・ドライバー保険

ＡＩによる事故状況説明システム
お客さまをお守りする安心の事故対応！

のご紹介『 』Ai’s
ア　 イ 　ズ

事故時に『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』、『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』の専用ドライブレコーダーから、
お車の位置情報・スピードなどが保険会社に自動送信され、その情報をＡＩが分析し事故解決に役立てるサービスです。

ポ
イ
ン
ト
１

事故にあわれた場所や事故に至るまでの経路などの事故
状況を正確かつ円滑に把握することで、お客さまが事故
状況を説明するご負担を軽減します。

お客さまが事故状況を説明するご負担を軽減！

※通信状況等により事故にあわれた場所などを把握で
きない場合があります。

ポ
イ
ン
ト
2

専用ドライブレコーダーで録画された映像と位置情報を
もとに、ＡＩが事故状況を分析することで、 迅速な事故解決
に役立ちます。

スムーズで迅速な事故解決！

詳細は中面をご確認ください

保険金額の２倍を限度 無制限
改定前傷害の程度 改定後

重度後遺障害（注）
上記以外（死亡等） 保険金額を限度 保険金額を限度

（注）普通保険約款＜別表1＞後遺障害等級表の1の第1～2級または＜別表1＞の2の第1～2級、第3級③④の後遺障害をいいます。

＜当社使用＞

ロードサービス費用特約等の改定
走行に起因しないリスクである「故障損害」（注1）「走行障害」（注2）の場合、運転と損害発生の間に因果関係がないことから、無免許運転、薬物使用運転
および飲酒運転のときであっても保険金をお支払いするように改定します。

「入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約」の自動セット
人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして入院した場合や、一定の後遺障害が発生した場合にかかる諸費用を補償する「入院・後遺障害時における人身傷
害諸費用特約」を自動セット化(注)します。これにより、「差額ベッド費用」や「ベビーシッター雇入費用」等の様々な費用への補償を、より多くのお客さまにご提供します。
(注)人身傷害保険をセットしたノンフリート契約を対象とします。ただし、次の1）2）の場合を除きます。
　 1）記名被保険者が法人の場合　2）ご契約のお車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車の場合

(注1) 故障損害とは、偶然な外来の事故に直接起因しないご契約のお車の電気的または機械的損害をいいます。
(注2) 走行障害とは、キー閉じ込み、バッテリー上がり、タイヤチェーン等の巻き込み、電気自動車の電池切れ等（ガス欠を除きます。）をいいます。

GK 一般用2

GK 一般用 はじめて

＜傷害の程度別の人身傷害保険金額（限度額）＞

※「車両保険無過
失事故特約」適
用契約の場合

ノーカウント事故の対象拡大（自動運転車への対応等）4
●自動運転車の普及が進むことを見据え、自動運転中（注1）の事故により保険金をお支払いす
る場合は、ノーカウント事故（注2）として取り扱うように改定します。ただし、運行に起因し
ない事故形態である「1等級ダウン事故として取り扱う車両事故（飛び石等の飛来中または
落下中の他物との衝突等）」については、従来どおり1等級ダウン事故として取り扱います。

●より多くのお客さまに安心して車両保険をご利用いただくために、「車両保険無過失事
故特約」がセットされているときは、もらい事故等で「新車特約」「車両超過修理費用特
約」「車両全損（70％）特約」を適用して車両保険金をお支払いする場合も、ノーカウン
ト事故（注2）として取り扱うよう改定します。

「重度傷病による運転不能」を事由とした中断制度の新設

(注1) 自動運転中とは、「自動運転レベル3」以上のお車において、システムから求められな
い限りドライバーが運転操作に関与する必要がない状態をいいます。

(注2) ノーカウント事故とは、免責金額ならびに次契約に適用するノンフリート等級および
事故有係数適用期間の決定にあたり、当社が事故件数として数えない事故をいいます。

GK 一般用 はじめて

新車特約等を
適用した場合、
３等級ダウン事故

GK 一般用 はじめてドライバー

5
重度の疾病または傷害により、記名被保険者の運転の継続が困難と医師に診断された場合に、ご契約の中断を可能とします。これにより重度の疾病
または傷害の回復後、新契約を締結する際に中断時のご契約の等級が新契約に引き継げるようになります。
【ご契約の中断が可能となる例：投薬の影響で手足の痺れが生じ、医師に運転を禁止された場合等】

しび

業界初！（注）

(注)2021年6月・当社調べ

GK 一般用 はじめて 1DAY

中面・裏面もご確認ください

お支払いする保険金の
種類により、

３等級ダウン事故
または

ノーカウント事故

改定前 改定後

自動運転中
の事故

もらい事故等 ノーカウント
事故

改定

1



商品・サービス内容1

お申込み方法2
ご希望のお客さまは、継続契約のお手続き時に、『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』をお選びください。

保険料3

ご契約の始期日時点で、『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』または『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』のご継続期間が36か月以上で
ある場合に適用します（注）。

●ご契約手続き完了後、約2週間でお客さま（記名被保険者）のご住所にプレドラ専用ドライブレコーダーをお届けします。
到着後は現行モデルの専用ドライブレコーダーと付け替えていただき、現行モデルの専用ドライブレコーダーならびに付属品
を当社へご返却ください。なお、大型連休や年末年始等には、お届けに時間を要する場合があります。
●プレドラ専用ドライブレコーダーの取付けに関して、現行モデルで配線いただいた電源ケーブルは引続きご利用いただけます。
●お客さまご自身で専用ドライブレコーダーの取付け（取外し）が困難な場合は、提携取付業者のご紹介も承っております。末尾
の『見守るクルマの保険』専用サポートデスクまでお問合わせください。なお、費用はお客さまのご負担です。
●2022年1月時点では、プレドラはリアカメラをご利用いただけません。2022年3月以降、リアカメラに対応したプレドラの提
供を予定しています。詳細については、別途ご案内いたします。

『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』（以下「現行モデル」といいます。）から『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』（以下「プレドラ」といい
ます。）に切替される場合は、継続契約のお手続き時にプレドラをお選びいただく必要があります。その他、切替に伴う留意事項は以下のとおりです。

※「業界初」とは、自動車保険業界において同様に提供されているドライブレコーダーと比較したものです。（2021年6月時点・当社調べ）

新登場！　『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』　のご紹介

の安心はそのままに、機能・サービスを大幅にバージョンアップしました！
高画質な録画機能 安全運転支援アラート事故緊急自動通報サービス

『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』の機能・サービス
見守りサービス

POINT 事故の瞬間を逃さない高性能・高品質な録画機能を搭載！1

POINT 事故時やお車のトラブルの際にも安心な三井住友海上ならではのサポート機能を拡充！2

業界初！ 360°撮影機能 NEW！ 駐車監視機能（注1）

NEW！ 常時通報機能 業界初！ 車外持ち出し機能

プレドラ（注）

緊急通報ボタンを押すことで
オペレータと通話ができます！

＜撮影範囲の違い＞

前後広角2カメラ一体型端末で、車両の側方・後方含めた
360°を撮影・録画可能です。

駐車中の盗難・あて逃げ・いたずら対策に！ b. 「ドラレコ継続割引」の適用条件

『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』からの切替に際してのご留意事項

＜適用条件のイメージ＞ ※1年契約を3年間ご継続する場合、４年度目のご契約から割引を適用します。

＜ご参考＞プレドラと現行モデルの主な機能・サービス比較

事故やお車のトラブルの際には
「専用安否確認デスク」がサポートします！

録画するだけでは終わらない保険会社ならではのドライブレコーダーだからこそ、
三井住友海上とつながる「安心」があります。

事故の未然防止に役立ちます

事故の早期解決に役立ちます

車両損傷画像をすぐ撮影・送信でき、
保険金の請求もスムーズに！

お車のエンジンが停止している場合でも監視を続け、衝
撃（注2）を検知すると自動で録画を開始します。

ロードサービスや事故報告が必要な場合は、緊急通報ボタ
ンを押すことで、いつでも専用安否確認デスクと通話可能。
また、緊急時は警察・救急への通報もサポートします。

事故時にドライブレコーダー端末の車外利用が可能。
車外の安全な場所から専用安否確認デスクと通話がで
き、映像の撮影・送信等の操作も可能です。

一定以上の衝撃検知時には、事故映像を自動送信。また、事故映像
や位置情報等からAIが事故状況を分析し、より迅速な事故解決に
活用します。高度な事故対応に活用するからこそ、専用ドライブ
レコーダーの録画機能に特にこだわっています。

事故につながりやすい運転に注意を促す「安全運転支援アラート」や、
運転傾向を分析・アドバイスする「運転診断レポート」、毎月の運転状
況等をご家族等にお知らせする「見守りサービス」を提供します。

安心
2

安心
1

（注）長期契約の場合で始期日応当日時点のご継続期間が36か月以上となるときは、その保険年度から割引の対象となります。

商品・サービスの詳細は… 三井住友海上　プレドラ 検索

主な機能・サービス 見守るクルマの保険
（ドラレコ型）

見守るクルマの保険
（プレミアム ドラレコ型）

１
×（前方のみ）

水平123°×　垂直64°

FHD（フルハイビジョン）・200万画素

×
○
×
×

○

○

650円
460円

２
○

フロントカメラ　水平175°×　垂直91°
インカメラ　　　水平187°×　垂直97°
FHD（フルハイビジョン）・200万画素

（有効画素数400万画素）
○
○
○
○
○

※アラートの種類に「居眠り」「わき見」「携帯電話での通話」を追加！
○

※「現在地情報」の確認が可能！
850円
600円

360°撮影

最大記録画角

カメラ数

車外持ち出し機能

事故緊急自動通報サービス

駐車監視機能

画質・記録画素数（フロントカメラ）

撮影範囲

見守りサービス

安全運転支援アラート

録画機能

ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約
『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』

『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』

プレドラ

現行モデル
機種を選択

契約①（1年契約） 契約②（1年契約） 契約③（1年契約） 契約④

始期日時点でご継続期間が36か月
以上となるご契約から割引適用！

「プレミアム ドラレコ型」または「ドラレコ型」を3年間ご継続
（途中で機種を切り替えてもご継続期間は通算されます）

プレドラ 現行モデル

常時通報機能事故対応
サービス

側方、後方の事故もしっかり録画！

現行モデル（注）

（注1）駐車監視可能期間は約2日です。（バッテリーが満充電の場合）
（注2）衝撃検知の感度はお客さまご自身で調整可能です。

DX valueシリーズとは
「補償」に加え、保険が持つ新たな価値として、事故・災害に対し“未然に防ぐ”、
“影響を減らし回復を支援する”機能を持つサービス一体型商品の総称です。
DX valueシリーズの提供を通じて、“安心・安全な社会の実現”に貢献していきます。

『見守るクルマの保険』専用サポートデスク 0120-306-169（無料）
電話受付時間：［月～日（祝日含む）］9：00～18：00（年末年始は休業させていただきます）

衝撃検知後は
車外に持ち出して
通話可能！

（注）専用リアカメラ（有料）で撮影範囲の拡
大が可能です。プレドラの専用リアカメ
ラは2022年3月以降に提供予定です。 
詳細については、別途ご案内いたします。

（注）保険期間1年・一般分割12回払の場合の特約保険料です。

ドラレコ継続割引なしの場合
ドラレコ継続割引ありの場合

特約保険料
（月額）（注）

2022年1月より、所定の条件を満たすご契約に「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」の保険料を30％割り引く「ドラレコ
継続割引」を適用します。そのため、割引の適用有無に応じて、特約保険料が異なります。

30％割引！

a. 「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」の特約保険料
『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』を選択した場合の特約保険料は、下表の通りです。

（注）保険期間1年・一般分割12回払の場合の特約保険料です。 

ご契約条件
※割引の適用有無は、取扱代理店にお問合わせください。 一時払

特約保険料（1年契約の場合）
分割払（注）

ドラレコ継続割引が適用されない場合
ドラレコ継続割引が適用される場合

9,700円
6,800円

850円
600円
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商品・サービス内容1

お申込み方法2
ご希望のお客さまは、継続契約のお手続き時に、『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』をお選びください。

保険料3

ご契約の始期日時点で、『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』または『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』のご継続期間が36か月以上で
ある場合に適用します（注）。

●ご契約手続き完了後、約2週間でお客さま（記名被保険者）のご住所にプレドラ専用ドライブレコーダーをお届けします。
到着後は現行モデルの専用ドライブレコーダーと付け替えていただき、現行モデルの専用ドライブレコーダーならびに付属品
を当社へご返却ください。なお、大型連休や年末年始等には、お届けに時間を要する場合があります。
●プレドラ専用ドライブレコーダーの取付けに関して、現行モデルで配線いただいた電源ケーブルは引続きご利用いただけます。
●お客さまご自身で専用ドライブレコーダーの取付け（取外し）が困難な場合は、提携取付業者のご紹介も承っております。末尾
の『見守るクルマの保険』専用サポートデスクまでお問合わせください。なお、費用はお客さまのご負担です。
●2022年1月時点では、プレドラはリアカメラをご利用いただけません。2022年3月以降、リアカメラに対応したプレドラの提
供を予定しています。詳細については、別途ご案内いたします。

『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』（以下「現行モデル」といいます。）から『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』（以下「プレドラ」といい
ます。）に切替される場合は、継続契約のお手続き時にプレドラをお選びいただく必要があります。その他、切替に伴う留意事項は以下のとおりです。

※「業界初」とは、自動車保険業界において同様に提供されているドライブレコーダーと比較したものです。（2021年6月時点・当社調べ）

新登場！　『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』　のご紹介

の安心はそのままに、機能・サービスを大幅にバージョンアップしました！
高画質な録画機能 安全運転支援アラート事故緊急自動通報サービス

『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』の機能・サービス
見守りサービス

POINT 事故の瞬間を逃さない高性能・高品質な録画機能を搭載！1

POINT 事故時やお車のトラブルの際にも安心な三井住友海上ならではのサポート機能を拡充！2

業界初！ 360°撮影機能 NEW！ 駐車監視機能（注1）

NEW！ 常時通報機能 業界初！ 車外持ち出し機能

プレドラ（注）

緊急通報ボタンを押すことで
オペレータと通話ができます！

＜撮影範囲の違い＞

前後広角2カメラ一体型端末で、車両の側方・後方含めた
360°を撮影・録画可能です。

駐車中の盗難・あて逃げ・いたずら対策に！ b. 「ドラレコ継続割引」の適用条件

『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』からの切替に際してのご留意事項

＜適用条件のイメージ＞ ※1年契約を3年間ご継続する場合、４年度目のご契約から割引を適用します。

＜ご参考＞プレドラと現行モデルの主な機能・サービス比較

事故やお車のトラブルの際には
「専用安否確認デスク」がサポートします！

録画するだけでは終わらない保険会社ならではのドライブレコーダーだからこそ、
三井住友海上とつながる「安心」があります。

事故の未然防止に役立ちます

事故の早期解決に役立ちます

車両損傷画像をすぐ撮影・送信でき、
保険金の請求もスムーズに！

お車のエンジンが停止している場合でも監視を続け、衝
撃（注2）を検知すると自動で録画を開始します。

ロードサービスや事故報告が必要な場合は、緊急通報ボタ
ンを押すことで、いつでも専用安否確認デスクと通話可能。
また、緊急時は警察・救急への通報もサポートします。

事故時にドライブレコーダー端末の車外利用が可能。
車外の安全な場所から専用安否確認デスクと通話がで
き、映像の撮影・送信等の操作も可能です。

一定以上の衝撃検知時には、事故映像を自動送信。また、事故映像
や位置情報等からAIが事故状況を分析し、より迅速な事故解決に
活用します。高度な事故対応に活用するからこそ、専用ドライブ
レコーダーの録画機能に特にこだわっています。

事故につながりやすい運転に注意を促す「安全運転支援アラート」や、
運転傾向を分析・アドバイスする「運転診断レポート」、毎月の運転状
況等をご家族等にお知らせする「見守りサービス」を提供します。

安心
2

安心
1

（注）長期契約の場合で始期日応当日時点のご継続期間が36か月以上となるときは、その保険年度から割引の対象となります。

商品・サービスの詳細は… 三井住友海上　プレドラ 検索

主な機能・サービス 見守るクルマの保険
（ドラレコ型）

見守るクルマの保険
（プレミアム ドラレコ型）

１
×（前方のみ）

水平123°×　垂直64°

FHD（フルハイビジョン）・200万画素

×
○
×
×

○

○

650円
460円

２
○

フロントカメラ　水平175°×　垂直91°
インカメラ　　　水平187°×　垂直97°
FHD（フルハイビジョン）・200万画素

（有効画素数400万画素）
○
○
○
○
○

※アラートの種類に「居眠り」「わき見」「携帯電話での通話」を追加！
○

※「現在地情報」の確認が可能！
850円
600円

360°撮影

最大記録画角

カメラ数

車外持ち出し機能

事故緊急自動通報サービス

駐車監視機能

画質・記録画素数（フロントカメラ）

撮影範囲

見守りサービス

安全運転支援アラート

録画機能

ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約
『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』

『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』

プレドラ

現行モデル
機種を選択

契約①（1年契約） 契約②（1年契約） 契約③（1年契約） 契約④

始期日時点でご継続期間が36か月
以上となるご契約から割引適用！

「プレミアム ドラレコ型」または「ドラレコ型」を3年間ご継続
（途中で機種を切り替えてもご継続期間は通算されます）

プレドラ 現行モデル

常時通報機能事故対応
サービス

側方、後方の事故もしっかり録画！

現行モデル（注）

（注1）駐車監視可能期間は約2日です。（バッテリーが満充電の場合）
（注2）衝撃検知の感度はお客さまご自身で調整可能です。

DX valueシリーズとは
「補償」に加え、保険が持つ新たな価値として、事故・災害に対し“未然に防ぐ”、
“影響を減らし回復を支援する”機能を持つサービス一体型商品の総称です。
DX valueシリーズの提供を通じて、“安心・安全な社会の実現”に貢献していきます。

『見守るクルマの保険』専用サポートデスク 0120-306-169（無料）
電話受付時間：［月～日（祝日含む）］9：00～18：00（年末年始は休業させていただきます）

衝撃検知後は
車外に持ち出して
通話可能！

（注）専用リアカメラ（有料）で撮影範囲の拡
大が可能です。プレドラの専用リアカメ
ラは2022年3月以降に提供予定です。 
詳細については、別途ご案内いたします。

（注）保険期間1年・一般分割12回払の場合の特約保険料です。

ドラレコ継続割引なしの場合
ドラレコ継続割引ありの場合

特約保険料
（月額）（注）

2022年1月より、所定の条件を満たすご契約に「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」の保険料を30％割り引く「ドラレコ
継続割引」を適用します。そのため、割引の適用有無に応じて、特約保険料が異なります。

30％割引！

a. 「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」の特約保険料
『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』を選択した場合の特約保険料は、下表の通りです。

（注）保険期間1年・一般分割12回払の場合の特約保険料です。 

ご契約条件
※割引の適用有無は、取扱代理店にお問合わせください。 一時払

特約保険料（1年契約の場合）
分割払（注）

ドラレコ継続割引が適用されない場合
ドラレコ継続割引が適用される場合

9,700円
6,800円

850円
600円
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「Ai’s」のサービスを
よりイメージしていただける動画です。

ぜひこちらからご覧ください！

『見守るクルマの保険
（プレミアム ドラレコ型）』、

『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』の
ドライブ

レコーダー映像

ＡＩによる事故状況説明システム

Ai’s
ア　 イ 　ズ

保険料の改定2

商品の改定1

詳細は中面をご確認ください

自動車保険の改定のご案内
平素は三井住友海上の自動車保険をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、当社では2022年1月1日以降始期のご契約から自動車保険を改定いたしました。お客さまに一層の安心と信頼をお届けするために
商品の改定を行うとともに、直近の事故発生状況等を踏まえ、保険料水準等の見直しを行っております。
本ご案内をご確認いただき、引続き三井住友海上をご用命くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

2022年1月1日以降に満期を迎える
ご契約者のみなさまへ

GK ：GK クルマの保険 一般用：自動車保険・一般用 ：はじめての自動車保険はじめて

A2370-1　2,700,000　2021.11　A3D12　B　（修）　(62)　62

●このご案内は、2022年1月改定の概要をご説明したものです。なお、満期を迎えるご契約の始期日が2020年12月31日以前の場合（保険期間が1年を超え
る長期契約のお客さま）、本改定前に実施済みの自動車保険の改定等による変更点があります。ご不明な点については取扱代理店または当社までお問合わ
せください。
●2022年1月1日以降のご契約の詳細は、パンフレット、『重要事項のご説明』または『ご契約のしおり（普通保険約款・特約）』等をご覧ください。
●『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』、『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』は、『ＧＫ クルマの保険』または『自動車保険・一般用』に「ドライブレコー
ダーによる事故発生の通知等に関する特約」をセットした契約の略称です。
●『ＧＫ クルマの保険』は家庭用自動車総合保険、『自動車保険・一般用』は一般自動車総合保険、『ＧＫ クルマの保険・ドライバー保険』は自動車運転者損害賠
償責任保険、『はじめての自動車保険』は個人用自動車保険、『1DAY保険』は24時間単位型自動車運転者保険の略称です。

：1DAY保険1DAY

『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』　の発売1
『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』の機能・サービスを向上した『見守るクルマの保険（プレ
ミアム ドラレコ型）』（略称：プレドラ）を発売します。全方位の状況を録画できる360°カメラ
を採用、駐車時の監視機能等の新機能を搭載した新たな専用ドライブレコーダーを活用し、
保険会社ならではの事故対応サービスと充実した安全運転支援サービスにより、お客さまに
一層の安心をお届けします。

直近の事故発生状況等を踏まえ、保険料水準を見直します。全体的な保険料水準は引下げですが、お客さまのご契約条件によっては保険料が引上
げとなる場合がありますので、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

人身傷害保険における重度後遺障害時の補償拡大
ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして重度後遺障害（注）を被り、介護が必要となった場合、ご契約の保険金額にかかわらず『無制限』と
して人身傷害保険金をお支払いするように改定します。

長期優良割引の廃止3
現在、20等級が適用されているご契約のうち約９割のご契約に長期優良割引が適用されており、20等級のご契約の間で差異を設ける意義が薄れ
ていることから、本割引（割引率：2％）を廃止します。

3

その他の改定3

保険料水準の見直し1

新機能が加わりました！

360°撮影機能

常時通報機能

駐車監視機能

車外持ち出し機能

GK 一般用

専用ドライブレコーダー活用型商品における改定（ドラレコ継続割引の新設・特約保険料の改定）2
●『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』または『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』を3年間（36か月間）ご継続いただいた場合、4年
度目以降のご契約に対して、「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」の
特約保険料を30％割り引きます。
●『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』を選択した場合の「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」の特約保険料を、月額
850円から650円に引き下げます。※保険期間1年・一般分割12回払の場合の特約保険料です。

GK 一般用

GK 一般用 はじめて

GK 一般用

ドライバー：ＧＫ クルマの保険・ドライバー保険

ＡＩによる事故状況説明システム
お客さまをお守りする安心の事故対応！

のご紹介『 』Ai’s
ア　 イ 　ズ

事故時に『見守るクルマの保険（プレミアム ドラレコ型）』、『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』の専用ドライブレコーダーから、
お車の位置情報・スピードなどが保険会社に自動送信され、その情報をＡＩが分析し事故解決に役立てるサービスです。

ポ
イ
ン
ト
１

事故にあわれた場所や事故に至るまでの経路などの事故
状況を正確かつ円滑に把握することで、お客さまが事故
状況を説明するご負担を軽減します。

お客さまが事故状況を説明するご負担を軽減！

※通信状況等により事故にあわれた場所などを把握で
きない場合があります。

ポ
イ
ン
ト
2

専用ドライブレコーダーで録画された映像と位置情報を
もとに、ＡＩが事故状況を分析することで、 迅速な事故解決
に役立ちます。

スムーズで迅速な事故解決！

詳細は中面をご確認ください

保険金額の２倍を限度 無制限
改定前傷害の程度 改定後

重度後遺障害（注）
上記以外（死亡等） 保険金額を限度 保険金額を限度

（注）普通保険約款＜別表1＞後遺障害等級表の1の第1～2級または＜別表1＞の2の第1～2級、第3級③④の後遺障害をいいます。

＜当社使用＞

ロードサービス費用特約等の改定
走行に起因しないリスクである「故障損害」（注1）「走行障害」（注2）の場合、運転と損害発生の間に因果関係がないことから、無免許運転、薬物使用運転
および飲酒運転のときであっても保険金をお支払いするように改定します。

「入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約」の自動セット
人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして入院した場合や、一定の後遺障害が発生した場合にかかる諸費用を補償する「入院・後遺障害時における人身傷
害諸費用特約」を自動セット化(注)します。これにより、「差額ベッド費用」や「ベビーシッター雇入費用」等の様々な費用への補償を、より多くのお客さまにご提供します。
(注)人身傷害保険をセットしたノンフリート契約を対象とします。ただし、次の1）2）の場合を除きます。
　 1）記名被保険者が法人の場合　2）ご契約のお車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車の場合

(注1) 故障損害とは、偶然な外来の事故に直接起因しないご契約のお車の電気的または機械的損害をいいます。
(注2) 走行障害とは、キー閉じ込み、バッテリー上がり、タイヤチェーン等の巻き込み、電気自動車の電池切れ等（ガス欠を除きます。）をいいます。

GK 一般用2

GK 一般用 はじめて

＜傷害の程度別の人身傷害保険金額（限度額）＞

※「車両保険無過
失事故特約」適
用契約の場合

ノーカウント事故の対象拡大（自動運転車への対応等）4
●自動運転車の普及が進むことを見据え、自動運転中（注1）の事故により保険金をお支払いす
る場合は、ノーカウント事故（注2）として取り扱うように改定します。ただし、運行に起因し
ない事故形態である「1等級ダウン事故として取り扱う車両事故（飛び石等の飛来中または
落下中の他物との衝突等）」については、従来どおり1等級ダウン事故として取り扱います。

●より多くのお客さまに安心して車両保険をご利用いただくために、「車両保険無過失事
故特約」がセットされているときは、もらい事故等で「新車特約」「車両超過修理費用特
約」「車両全損（70％）特約」を適用して車両保険金をお支払いする場合も、ノーカウン
ト事故（注2）として取り扱うよう改定します。

「重度傷病による運転不能」を事由とした中断制度の新設

(注1) 自動運転中とは、「自動運転レベル3」以上のお車において、システムから求められな
い限りドライバーが運転操作に関与する必要がない状態をいいます。

(注2) ノーカウント事故とは、免責金額ならびに次契約に適用するノンフリート等級および
事故有係数適用期間の決定にあたり、当社が事故件数として数えない事故をいいます。

GK 一般用 はじめて

新車特約等を
適用した場合、
３等級ダウン事故

GK 一般用 はじめてドライバー

5
重度の疾病または傷害により、記名被保険者の運転の継続が困難と医師に診断された場合に、ご契約の中断を可能とします。これにより重度の疾病
または傷害の回復後、新契約を締結する際に中断時のご契約の等級が新契約に引き継げるようになります。
【ご契約の中断が可能となる例：投薬の影響で手足の痺れが生じ、医師に運転を禁止された場合等】

しび

業界初！（注）

(注)2021年6月・当社調べ
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中面・裏面もご確認ください

お支払いする保険金の
種類により、

３等級ダウン事故
または

ノーカウント事故

改定前 改定後

自動運転中
の事故

もらい事故等 ノーカウント
事故

改定

1


