かながわ

神奈川県警察からのお知らせも見てね
財産犯罪撲滅ヒーロー
｢絆｣大使 トラセンジャー

子ども安全キャラクター

振り込め詐欺撲滅ヒーロー

おおだこポリス

｢絆｣大使 振り込まセンジャー

Ⓒ JAPAN-DA

損保ジャパン日本興亜と神奈川県警察は、
あなたの街の安全・安心を守ります。
ドライブレコーダーを活用した、新しいサービスが誕生しました。
運転に自信がない方、
ご自身のカーライフをもっと安全に楽しみたい方へ向けて、
通信機能付き多機能ドライブレコーダーを活用した、
自動車保険の新しいサービス
「DRIVING!
（ドライビング!）
」
が誕生しました。

ドラレコ特約のご案内

ドライブレコーダーの活用
■ 事故の際、
客観的な証拠を残すことができます。

「ドラレコ特 約 」を 付 帯したお 客さま に、

■「動
「動く防犯カメラ」
「動く防犯カメラ
メラ として活用できます。

損 保ジャパ ン 日 本 興 亜 からドラレコを 提 供します。
ドラレコ
（ドライブレコーダー）
とは、車載カメラのことで、車の走行中の外観を
記録する撮影機材です。万一の事故の際に、
ドラレコの映像で正確な事故状況
を確認することができます。

お客さまの安全・安心な運転を支援する３つのサポート機能があります。

運転中のサポート機能

もしもの時の 事故対応サポート

運転後のセルフメンテナンス

神奈川県警察からのお知らせ

こんにちは。神奈川県警察です。
あなたの身の周りは、安全で安心ですか？
犯罪撲

滅

ハード面の強化

ソフト面の強化

地域の安全と安心のため、
防犯カメラの設置を推進

子どもの安全対策

平成29年度の県民ニーズ調査結果では、
「犯罪や事故がなく、

保護者の皆様、
お子さまの防犯意識の向上のために、
お子さま

より安心して暮らすために最も重要だと思うもの」
として、
「防犯

と一緒に街を歩いて
「犯罪が起きやすい場所」や、
「 万が一不

カメラ等の防犯設備の整備」が上位となっており、防犯カメラの

審者と遭遇した場合に逃げる場所」
を確認しましょう。
「犯罪が

設置に県民の関心が高まっています。

起きやすい場所」
とは、樹木が生い茂った見通しの悪い場所、

実際に、防犯カメラの画像により犯人検挙に至った事例もあり

防犯カメラ等の設備の弱い場所等

ます。

を指し、
「万が一の際の逃げる場所」
は、
コンビニエンスストアや知り合
いの家等 人 や 機械の目 が必ず
ある場所を指します。
身の周りの防犯環境に対する意識
を高めて、
「 景色読解力」を強めま
しょう。

交通事故撲滅（あおり運転等行為はやめよう！！）
交通事
もし
「あおり運転等」行為を受けた場合は？
■ ドライブレコーダーやカメラ等を有効に活用してください。
■ 近くの安全な場所に退避するとともに、
直ちに110番通報してください。
■ 同乗者がいる場合は、
ナンバー等の記録や110番通報をしてください。

いわゆる
「あおり運転等」
とは？

道路交通法上の定義ではありませんが、一般的に前方を走行する車に対して道路を譲るよう強要
する行為であり、車間距離を詰めて異常接近したり、追い回す、幅寄せ、
パッシング、警音器使用等
によって相手を威嚇したり、嫌がらせをする等の行為と言われています。
こういった「あおり運転
等」
は、重大な交通事故につながる危険な行為です。

サギ事件が急増しています。
一人が気をつけるのではなく、家族・友人等、皆で注意しあいましょう。
特にキャッシュカードは手渡さないで！警察や行政がキャッシュカードを取りに伺うことは絶対にありません！

本紙面は、神奈川県警察本部生活安全総務課が推奨する防犯CSR活動の一環として、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の
チラシ面をお借りして、
事件・事故の撲滅を目指した広報をさせていただいております。
（神奈川県警察が特定の商品やサービスを推奨するものではありません。）
※「CSR］
とは：
「CSR（Coporate Social Responsibility）」は、
「企業の社会的責任」
と言われており、企業が社会の一員として果たすべき様々な責任を意味し
ています。
※「防犯CSR活動」
とは：神奈川県警察本部生活安全総務課が推奨する
「防犯CSR」活動は、
「防犯」に特化した取組みで、企業と連携し、直接的な利益を抜きに
地域からの信頼や絆という通常の業務からは作れないものを作り出す活動です。

損保ジャパン日本興亜の
「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
（ドラレコ特約）
」
付帯サービス

ドラレコ特約のご案内
こんな方へオススメします！

ドライブレコーダーを
使ってみたい、
興味がある

自分の不注意でヒヤリとした
または、された経験がある

年齢とともに自分の
運転技術に衰えを感じる

もしも事故にあわれた時
対応に不安がある

交通事故のニュースを
怖いと思う

で 事故の際、客観的な証拠を残すことができます！
これ
！
安心
例えば・・・

出会い頭事故

青信号で交差点に進入したところ、赤信号無視の車両が左方から進入してきて激しく衝突。
当初、相手方は、
「 青信号で進入した！」
と主張してきたが、
ドラレコの映像が決め手となり、
相手方が赤信号で進入していた事実が判明。相手方から全額賠償してもらえることとなった。

相手

自分

「動く防犯カメラ」
として注目を集めています！
ドライブレコーダーの国内販売台数は３年間で約３倍に！
ドライブレコーダーは、主に交通安全意識の向上や交通事故時の証拠映像として、
またドライブ映像記録として活用されてきましたが、最近では、
「動く防犯カメラ」
とし
ての防犯効果に着目されています。
ドライブレコーダーを地域の見守りの目として活用することで、犯罪抑止へつなげら
れています。

ドライブレコーダーを
「動く防犯カメラ」
として設置しませんか？

（万台） ドライブレコーダー 国内販売台数
90
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（出典）
GfKジャパン「2016年のドライブレコーダーの販売動向」
GfK ジャパン プレスリリース
http://www.gfk.com/jp/insights/press-release/
1717drivingrecorder/

ドラレコ特約にはこんな安心サービスも！
（詳細は裏表紙をご覧ください。）

に こんな安心サービスも！
さら
事故発生時の自動通報、
手動通報で安心
！ ！
１．
事故発生時の自動通報、
手動通報で安心
通報を受けて損保ジャパン日本興亜より送信するショートメッセージから
ロードアシスタンスやその他サービス依頼が可能です。
ドラレコが一定の衝撃を検知した場合（または手動で緊急ボタンを押下）

ALSOKかけつけ安心サービスでさらに安心
！ ！
２．
ＡＬＳＯＫかけつけ安心サービスでさらに安心
ALSOKのガードマンが事故現場で行うサポートとは
01
02
03
04
05
もしもの時の

すぐに駆けつけ
事故現場の安全確保
救急・警察などのご連絡・届出サポート
事故状況の記載と損保ジャパン日本興亜への連絡
ロードアシスタンスの出動要請

（注）山間部、島しょ部など一部駆けつけできない地域があります。

事故対応
サポート

撮影動画も損保ジャパン日本興亜へ自動送信で安心
！らくらく手間なし
３．
撮影動画も当社へ自動送信で安心！らくらく手間なし

サポート１

映像は損保ジャパン日本興亜へ自動送信。映像確認して事故対応を行います。

運転診断レポート（Rodeco）

車間アラート機能

診断レポートで
ご自分の運転を振り返り
運転後の

セルフ
メンテナンス

前方車両との距離が
一定以下になると、
アラートで注意喚起
運転中の

視機能トレーニング（eyeトレ）

サポート２

サポート
機能

ご自宅のパソコンで楽しくできる
トレーニングツール

特約保険料（注）

サポート3

ドライブレコーダーと
3つのサポート機能付で

月額

（注）保険期間1年の場合の保険料です。
また分割割増5%が適用される契約の場合を記載しています。
団体扱・集団扱の場合、保険料は異なります。

ドラレコ設置方法と
記録映像のご紹介動画
QRコードから
アクセス！
https://youtu.be/lrYchOAdnqw

850

年払

円

9,720 円

その他注意事項
・このチラシは概要を説明したものです。
詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。
・
「DRIVING!」
は
「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」
に付帯されるサービスの名称です。
・損保ジャパン日本興亜は、保険契約に関する個人情報※を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の
取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用します。
また、
その他業務上必要とする範囲で、
業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。
）
に提供等を行う場合があります。
なお、保健医療等の
センシティブ情報
（要配慮個人情報を含みます。
）
の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必
要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細
（国外在住者の個人情報を含みます。
）
について
は損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト
（http://www.sjnk.co.jp/）
をご覧くださるか、
取扱代理店までお問い合
わせ願います。
※ご契約の自動車の走行情報を個人情報に準じて取り扱います。

＜引受保険会社＞

お問い合わせ先＜取扱代理店＞

神奈川業務部
〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通5-70
損保ジャパン日本興亜馬車道ビル8F
Tel：045-661-2707

（SJNK17-22010 2018.3.29）
（18030572） 504015 -0100

