
タフ・見守るクルマの保険（ドラレコ型）、はじめてのクルマの保険、一般総合自動車保険

令和4年1月以降保険始期用

まとめてご契約いただくことで、保険料がお安くなるだけでなく、
継続手続きが１回となり、手間が省けて便利です

２台目以降のお車も、
ぜひ私たちにおまかせください！

●対歩行者等傷害特約
●犯罪被害事故特約
●入院・後遺障害時における人身
傷害諸費用特約

●ロードサービス費用特約
●代車補償拡張特約
●地震・噴火・津波「車両全損時
定額払」特約

●車内外身の回り品特約
●日常生活賠償特約
●自転車賠償特約
●弁護士費用（自動車事故型）
特約

●弁護士費用（自動車・日常生
活事故型）特約

●弁護士費用（自動車・自転車
事故型）特約

●企業・団体見舞費用特約
●事業用積載動産特約
●運送業者受託貨物賠償特約
●ファミリーバイク（人身傷害
型）特約

詳しくは中面をご覧ください。

お車を２台以上お持ちのお客さまへ

「ノンフリート多数割引」のご案内
２台以上のお車をまとめてご契約いただくことで、
保険料が割引となります！

さらに 保険料を分割払にしても、分割割増はありません！

3％割引3％割引 4％割引4％割引 6％割引6％割引

（211001）　（2021年10月承認）　GB21A010586　（16-809）　［DT15］

ノンフリート多数割引

次のいずれかに該当する方
●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

※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。

■記名被保険者

・適用する割引率は、始期日時点のご契約台数により決定しますので、保険期間の中途で台数の増減があった場合でも割引率は変更しま
せん。保険期間が1年を超えるご契約の場合、または「タフ・つながるクルマの保険」「タフビズ事業用自動車総合保険（つながるプラン）」
とまとめてご契約いただく場合は、取扱いが異なります。
・本割引が適用されたご契約について、新たにご購入のお車を追加する場合、追加するお車には追加日時点の商品・保険料（注）を適用します。
（注）自動車保険の改定があった場合は、改定後の商品・保険料を適用します。
・本割引が適用されたご契約について、ご契約内容を変更する場合や新たにご購入のお車を追加する場合、一部のお車のご契約を解約
する場合の保険料は日割で計算します（団体扱・集団扱でご契約の場合や保険期間が１年を超えるご契約の場合、または「タフ・つながる
クルマの保険」「タフビズ事業用自動車総合保険（つながるプラン）」とまとめてご契約いただく場合は、取扱いが異なります）。
・次の特約をセットする場合の特約保険料に対しては、本割引を適用しません。

■その他

すべての用途車種のお車
■対象となる自動車

●このチラシ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・クルマの保険パンフレット」「はじめてのクルマの保険パンフレット」「タフビズ事業用自動車総合保険
パンフレット」「セーフティツーリングパンフレット」のいずれかの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、必要に応じて当社ホームページでご参照ください。もしくは、代理店・扱者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、
代理店・扱者または当社にお問合わせください。

●「タフ・クルマの保険」は個人総合自動車保険、「タフ・つながるクルマの保険」は「運転特性情報による保険料算出に関する特約（車両運行情報による保険料精算に関する特
約用）」および「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、「タフ・見守るクルマの保険プラス(ドラレコ型)」は「運転特性情報による
保険料算出に関する特約」および「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」がセットされた個人総合自動車保険、「タフ・見守るクルマの保険プラスＳ」は
「運転特性情報による保険料算出に関する特約」および「事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人
総合自動車保険、「タフ・見守るクルマの保険(ドラレコ型)」は「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」がセットされた個人総合自動車保険、 「はじめてのクルマの保険」はパーソナル自動車保険、「タフ
ビズ事業用自動車総合保険」は一般総合自動車保険のそれぞれのペットネームです。「セーフティツーリング」は
二輪自動車・原動機付自転車を保険の対象とした一般総合自動車保険(ノンフリ―ト契約)のプラン名称です。

●契約取扱者が当社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、当社代理店または社員
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。

２台 3～5台 6台以上

長期契約もお選びいただけます！
保険期間が1年を
超えるご契約（ ）

■対象となるご契約
1保険証券（注1）で２台以上の自動車を契約する、次のいずれかのノンフリート契約（注2）
●タフ・クルマの保険　●タフ・つながるクルマの保険　●タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型）
●タフ・見守るクルマの保険プラスS　●タフ・見守るクルマの保険（ドラレコ型）　●はじめてのクルマの保険
●タフビズ事業用自動車総合保険　●二輪自動車・原動機付自転車のノンフリート契約（一般総合自動車保険）

（注1）保険期間が１年を超えるご契約（一時払を除きます）の場合、または「タフ・つながるクルマの保険」「タフビズ事業用自動車総合保険（つな
がるプラン）」とまとめてご契約いただく場合は、複数の保険証券でのご契約であっても、代理店・扱者、各保険証券の始期日・満期日、保険
契約者がすべて同一であるときに、本割引を適用します。

（注2）「ノンフリート契約」とは、所有・使用する自動車のうち、自動車保険（共済を除きます）を契約している合計台数が9台以下の保険契約者が締
結するご契約をいいます。

●ファミリーバイク（自損・無保
険車傷害型）特約

●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
および事故発生の通知等に
関する特約



保険料例のご契約内容（始期日：令和4年1月、保険期間1年）
○タフ・クルマの保険　○自家用普通乗用車、等級は本文記載のとおり、事故有係数適用期間0年、35才以上補償、記名被保険者年令別料率区分：40～49才、料率クラス：車両クラス７、対人・自損クラス11、対物
クラス９、傷害クラス３、初度登録年月：令和4年1月、新車割引、運転免許証の色：ゴールド、使用目的：日常・レジャー使用　○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、交通事故特約：あり、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）：150万円、全損時諸費用特約：あり、ロードサービス費用特約：あり（代車補償拡張特約セット、保険金日額：7,000円）、犯罪被害事故特約：あり、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約：あり、
車両保険無過失事故特約：あり　○払込方法：口座振替12回払（ノンフリート多数割引適用契約は大口分割12回払）

○タフ・クルマの保険　○自家用普通乗用車、等級は本文記載のとおり、事故有係数適用期間0年、21才以上補償、料率クラス：車両クラス５、対人・自損クラス７、対物クラス７、傷害クラス７、初度登録年月：平成
26年1月、運転免許証の色：ブルー、使用目的：日常・レジャー使用　○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、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）：80万円、全損時諸費用特約：あり、ロードサービス費用特約：あり（代
車補償拡張特約セット、保険金日額：7,000円）、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約：あり、車両保険無過失事故特約：あり、弁護士費用（自動車事故型）特約：あり　○払込方法：大口分割12回払

○タフ・クルマの保険　○自家用普通乗用車、等級は本文記載のとおり、事故有係数適用期間0年、21才以上補償、料率クラス：車両クラス７、対人・自損クラス１１、対物クラス９、傷害クラス７、初度登録年月：令和
4年1月、新車割引、先進環境対策車割引、ASV割引、運転免許証の色：ブルー、使用目的：日常・レジャー使用　○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、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）：350万円、全損時諸費用特約：あり、
ロードサービス費用特約：あり（代車補償拡張特約セット、保険金日額：7,000円）、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約：あり、車両保険無過失事故特約：あり、弁護士費用（自動車事故型）特約：あり　
○払込方法：口座振替12回払（ノンフリート多数割引適用契約は大口分割12回払）

○タフ・クルマの保険　○自家用軽四輪乗用車、等級は本文記載のとおり、事故有係数適用期間0年、35才以上補償、記名被保険者年令別料率区分：40～ 49才、料率クラス：車両クラス２、対人・自損クラス２、
対物クラス２、傷害クラス２、初度登録年月：平成26年1月、運転免許証の色：ゴールド、使用目的：通勤・通学使用　○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、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）：60万円、全損時
諸費用特約：あり、ロードサービス費用特約：あり（代車補償拡張特約セット、保険金日額：7,000円）、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約：あり、車両保険無過失事故特約：あり　○払込方法：口座
振替12回払（ノンフリート多数割引適用契約は大口分割12回払）

NEW

「ノンフリート多数割引」に加えて、
お車の買増し・買替えのときは、「車両入替」でおトクに！

同居のお子さまのお車

2台合計年間保険料 312,000円

新たに購入する同居のお子さまのお車を、
新規〈7等級（S）〉で契約する場合

新たに購入する同居のお子さまのお車を、
等級が進行したお父さんのお車と車両入替する場合

その差は

年間35,760円 2台合計年間保険料 276,240円

※保険料例のご契約条件については、左記「保険料例のご契約内容」をご覧ください。

新たに同居のお子さまのお車を購入する場合
（お父さんのお車の始期日から1か月後に購入する場合）

ケース1
買増し

新規でご契約の保険料
月々10,460円×12か月

新規でご契約の保険料
月々17,150円×12か月

月々15,140円×11か月

月々12,560円×11か月

月々9,900円×11か月

車両
入替

月々8,850円×1か月
お父さんのお車

月々8,850円×12か月 車両入替後の保険料
月々12,560円×12か月

車両
入替9等級

18等級

21才以上補償 9等級 21才以上補償

35才以上補償

18等級 35才以上補償

18等級 35才以上補償

18等級 35才以上補償

9等級 21才以上補償

7等級（S） 21才以上補償 7等級（S） 35才以上補償

9等級 35才以上補償

18等級 21才以上補償

18等級 21才以上補償

月々13,830円×1か月

2台合計年間保険料 279,250円

新たに購入する同居のお子さまのお車を、
廃車（下取り）するお車とそのまま車両入替する場合

新たに購入する同居のお子さまのお車を、
等級が進行したお父さんのお車と車両入替する場合

その差は

年間10,120円 2台合計年間保険料 269,130円

既に所有しているお車を買い替える場合
（現在の始期日の1か月後に買い替える場合）

車両
入替

月々13,830円×1か月

車両
入替

月々8,240円×1か月月々8,240円×12か月

保険料例

ケース2
買替え

保険料例

1年間
98,880円

1年間
106,200円

1年間
205,800円

同居のお子さまのお車
既存所有

1年間
125,520円

1年間
150,720円

8,240円
＋

138,160円
1年間

146,400円

13,830円
＋

108,900円
1年間

122,730円

13,830円
＋

166,540円
1年間

180,370円

廃車
（下取り）

既存所有

新たに購入

お父さんのお車
既存所有

NEW

同居のお子さまのお車
新たに購入

お父さんのお車
既存所有

お父さんのお車
既存所有

NEW

同居のお子さまのお車
新たに購入

お父さんのお車
既存所有

NEW

同居のお子さまのお車
新たに購入

お父さんのお車
既存所有

同居のお子さまのお車
既存所有

廃車
（下取り）

POINT 新たに購入するお車を、既に所有している等級が進行した（割引率が高い）お車と車両入替
することにより、ご家族のトータルの保険料がお安くなる可能性があります。
※既に所有しているお車と、新たに購入するお車の「料率クラス」や「ご契約条件」等によっては、等級が進行したご契約であっても車両
入替をしない方がよい場合もあります。

※車両入替とあわせて２台のお車をまと
めてご契約し、ノンフリート多数割引
を適用した場合の例です。

※いずれのご契約にもノンフ
リート多数割引を適用。

ノンフリート多数
割引適用あり

ノンフリート多数
割引適用あり

ノンフリート多数
割引適用あり

１台ずつご契約の場合
「ノンフリート多数割引」適用なし
１台ずつご契約の場合
「ノンフリート多数割引」適用なし

まとめてご契約の場合
「ノンフリート多数割引」適用あり
まとめてご契約の場合
「ノンフリート多数割引」適用あり「ノンフリート多「ノンフリート多数割

保険期間が同じ下記3台のお車（口座振替12回払）を
「1台ずつご契約の場合」と「まとめてご契約の場合」で比較しています。

3台合計の年間保険料

375,240円
3台合計の年間保険料

345,000円
その差は

年間30,240円

ご契約例
★ご契約条件により
　保険料は異なります

長期契約
もOK

本割引を適用するために、当社のご契約を解約し、解約前のご契約と同一の記名被保険者・ご契約のお車で解約日を始期日として保険期間を統一す
る場合、解約時の保険料は日割（団体扱・集団扱でご契約の場合は月割）で計算します。ただし、等級の進行や事故有係数適用期間の減少が遅れる等、
お客さまに不利益が発生することがありますので、ご注意ください。

（分割払による割増あり）

9等級 18等級

14等級
9等級 18等級14等級

引」適用なし割引」適用なし多多数割
割増あり）による割

級級級等18等18等級級級

（車両入替後）

分割払でも割増なし

まとめておトク 月々のご負担を軽く ご継続時に便利

３％～6％割引３％～6％割引
ご契約台数が２台で３％割引、
３～５台で４％割引、６台以上
で6％割引！
２台以上まとめてご契約いただく場合、
保険料が割引となります。

保険料を分割払にしても
分割割増なし！
本割引を適用したご契約では、割増な
く保険料を分割払で払い込みいただけ
ます。

継続手続きが１回に！
保険期間を統一するため、お車の台数
分あった手続きがまとめて1回となり
ますので、手間が省けて便利です。

まとめておトクな
「ノンフリート多数割引」の特長

車両入替後の保険料

車両入替後の保険料車両入替後の保険料

まとめて
１回



保険料例のご契約内容（始期日：令和4年1月、保険期間1年）
○タフ・クルマの保険　○自家用普通乗用車、等級は本文記載のとおり、事故有係数適用期間0年、35才以上補償、記名被保険者年令別料率区分：40～49才、料率クラス：車両クラス７、対人・自損クラス11、対物
クラス９、傷害クラス３、初度登録年月：令和4年1月、新車割引、運転免許証の色：ゴールド、使用目的：日常・レジャー使用　○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、交通事故特約：あり、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）：150万円、全損時諸費用特約：あり、ロードサービス費用特約：あり（代車補償拡張特約セット、保険金日額：7,000円）、犯罪被害事故特約：あり、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約：あり、
車両保険無過失事故特約：あり　○払込方法：口座振替12回払（ノンフリート多数割引適用契約は大口分割12回払）

○タフ・クルマの保険　○自家用普通乗用車、等級は本文記載のとおり、事故有係数適用期間0年、21才以上補償、料率クラス：車両クラス５、対人・自損クラス７、対物クラス７、傷害クラス７、初度登録年月：平成
26年1月、運転免許証の色：ブルー、使用目的：日常・レジャー使用　○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、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）：80万円、全損時諸費用特約：あり、ロードサービス費用特約：あり（代
車補償拡張特約セット、保険金日額：7,000円）、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約：あり、車両保険無過失事故特約：あり、弁護士費用（自動車事故型）特約：あり　○払込方法：大口分割12回払

○タフ・クルマの保険　○自家用普通乗用車、等級は本文記載のとおり、事故有係数適用期間0年、21才以上補償、料率クラス：車両クラス７、対人・自損クラス１１、対物クラス９、傷害クラス７、初度登録年月：令和
4年1月、新車割引、先進環境対策車割引、ASV割引、運転免許証の色：ブルー、使用目的：日常・レジャー使用　○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、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）：350万円、全損時諸費用特約：あり、
ロードサービス費用特約：あり（代車補償拡張特約セット、保険金日額：7,000円）、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約：あり、車両保険無過失事故特約：あり、弁護士費用（自動車事故型）特約：あり　
○払込方法：口座振替12回払（ノンフリート多数割引適用契約は大口分割12回払）

○タフ・クルマの保険　○自家用軽四輪乗用車、等級は本文記載のとおり、事故有係数適用期間0年、35才以上補償、記名被保険者年令別料率区分：40～ 49才、料率クラス：車両クラス２、対人・自損クラス２、
対物クラス２、傷害クラス２、初度登録年月：平成26年1月、運転免許証の色：ゴールド、使用目的：通勤・通学使用　○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、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）：60万円、全損時
諸費用特約：あり、ロードサービス費用特約：あり（代車補償拡張特約セット、保険金日額：7,000円）、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約：あり、車両保険無過失事故特約：あり　○払込方法：口座
振替12回払（ノンフリート多数割引適用契約は大口分割12回払）

NEW

「ノンフリート多数割引」に加えて、
お車の買増し・買替えのときは、「車両入替」でおトクに！

同居のお子さまのお車

2台合計年間保険料 312,000円

新たに購入する同居のお子さまのお車を、
新規〈7等級（S）〉で契約する場合

新たに購入する同居のお子さまのお車を、
等級が進行したお父さんのお車と車両入替する場合

その差は

年間35,760円 2台合計年間保険料 276,240円

※保険料例のご契約条件については、左記「保険料例のご契約内容」をご覧ください。

新たに同居のお子さまのお車を購入する場合
（お父さんのお車の始期日から1か月後に購入する場合）

ケース1
買増し

新規でご契約の保険料
月々10,460円×12か月

新規でご契約の保険料
月々17,150円×12か月

月々15,140円×11か月

月々12,560円×11か月

月々9,900円×11か月

車両
入替

月々8,850円×1か月
お父さんのお車

月々8,850円×12か月 車両入替後の保険料
月々12,560円×12か月

車両
入替9等級

18等級

21才以上補償 9等級 21才以上補償

35才以上補償

18等級 35才以上補償

18等級 35才以上補償

18等級 35才以上補償

9等級 21才以上補償

7等級（S） 21才以上補償 7等級（S） 35才以上補償

9等級 35才以上補償

18等級 21才以上補償

18等級 21才以上補償

月々13,830円×1か月

2台合計年間保険料 279,250円

新たに購入する同居のお子さまのお車を、
廃車（下取り）するお車とそのまま車両入替する場合

新たに購入する同居のお子さまのお車を、
等級が進行したお父さんのお車と車両入替する場合

その差は

年間10,120円 2台合計年間保険料 269,130円

既に所有しているお車を買い替える場合
（現在の始期日の1か月後に買い替える場合）

車両
入替

月々13,830円×1か月

車両
入替

月々8,240円×1か月月々8,240円×12か月

保険料例

ケース2
買替え

保険料例

1年間
98,880円

1年間
106,200円

1年間
205,800円

同居のお子さまのお車
既存所有

1年間
125,520円

1年間
150,720円

8,240円
＋

138,160円
1年間

146,400円

13,830円
＋

108,900円
1年間

122,730円

13,830円
＋

166,540円
1年間

180,370円

廃車
（下取り）

既存所有

新たに購入

お父さんのお車
既存所有

NEW

同居のお子さまのお車
新たに購入

お父さんのお車
既存所有

お父さんのお車
既存所有

NEW

同居のお子さまのお車
新たに購入

お父さんのお車
既存所有

NEW

同居のお子さまのお車
新たに購入

お父さんのお車
既存所有

同居のお子さまのお車
既存所有

廃車
（下取り）

POINT 新たに購入するお車を、既に所有している等級が進行した（割引率が高い）お車と車両入替
することにより、ご家族のトータルの保険料がお安くなる可能性があります。
※既に所有しているお車と、新たに購入するお車の「料率クラス」や「ご契約条件」等によっては、等級が進行したご契約であっても車両
入替をしない方がよい場合もあります。

※車両入替とあわせて２台のお車をまと
めてご契約し、ノンフリート多数割引
を適用した場合の例です。

※いずれのご契約にもノンフ
リート多数割引を適用。

ノンフリート多数
割引適用あり

ノンフリート多数
割引適用あり

ノンフリート多数
割引適用あり

１台ずつご契約の場合
「ノンフリート多数割引」適用なし
１台ずつご契約の場合
「ノンフリート多数割引」適用なし

まとめてご契約の場合
「ノンフリート多数割引」適用あり
まとめてご契約の場合
「ノンフリート多数割引」適用あり「ノンフリート多「ノンフリート多数割

保険期間が同じ下記3台のお車（口座振替12回払）を
「1台ずつご契約の場合」と「まとめてご契約の場合」で比較しています。

3台合計の年間保険料

375,240円
3台合計の年間保険料

345,000円
その差は

年間30,240円

ご契約例
★ご契約条件により
　保険料は異なります

長期契約
もOK

本割引を適用するために、当社のご契約を解約し、解約前のご契約と同一の記名被保険者・ご契約のお車で解約日を始期日として保険期間を統一す
る場合、解約時の保険料は日割（団体扱・集団扱でご契約の場合は月割）で計算します。ただし、等級の進行や事故有係数適用期間の減少が遅れる等、
お客さまに不利益が発生することがありますので、ご注意ください。

（分割払による割増あり）

9等級 18等級

14等級
9等級 18等級14等級

引」適用なし割引」適用なし多多数割
割増あり）による割

級級級等18等18等級級級

（車両入替後）

分割払でも割増なし

まとめておトク 月々のご負担を軽く ご継続時に便利

３％～6％割引３％～6％割引
ご契約台数が２台で３％割引、
３～５台で４％割引、６台以上
で6％割引！
２台以上まとめてご契約いただく場合、
保険料が割引となります。

保険料を分割払にしても
分割割増なし！
本割引を適用したご契約では、割増な
く保険料を分割払で払い込みいただけ
ます。

継続手続きが１回に！
保険期間を統一するため、お車の台数
分あった手続きがまとめて1回となり
ますので、手間が省けて便利です。

まとめておトクな
「ノンフリート多数割引」の特長

車両入替後の保険料

車両入替後の保険料車両入替後の保険料

まとめて
１回



タフ・見守るクルマの保険（ドラレコ型）、はじめてのクルマの保険、一般総合自動車保険

令和4年1月以降保険始期用

まとめてご契約いただくことで、保険料がお安くなるだけでなく、
継続手続きが１回となり、手間が省けて便利です

２台目以降のお車も、
ぜひ私たちにおまかせください！

●対歩行者等傷害特約
●犯罪被害事故特約
●入院・後遺障害時における人身
傷害諸費用特約

●ロードサービス費用特約
●代車補償拡張特約
●地震・噴火・津波「車両全損時
定額払」特約

●車内外身の回り品特約
●日常生活賠償特約
●自転車賠償特約
●弁護士費用（自動車事故型）
特約

●弁護士費用（自動車・日常生
活事故型）特約

●弁護士費用（自動車・自転車
事故型）特約

●企業・団体見舞費用特約
●事業用積載動産特約
●運送業者受託貨物賠償特約
●ファミリーバイク（人身傷害
型）特約

詳しくは中面をご覧ください。

お車を２台以上お持ちのお客さまへ

「ノンフリート多数割引」のご案内
２台以上のお車をまとめてご契約いただくことで、
保険料が割引となります！

さらに 保険料を分割払にしても、分割割増はありません！

3％割引3％割引 4％割引4％割引 6％割引6％割引

（211001）　（2021年10月承認）　GB21A010586　（16-809）　［DT15］

ノンフリート多数割引

次のいずれかに該当する方
●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

※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。

■記名被保険者

・適用する割引率は、始期日時点のご契約台数により決定しますので、保険期間の中途で台数の増減があった場合でも割引率は変更しま
せん。保険期間が1年を超えるご契約の場合、または「タフ・つながるクルマの保険」「タフビズ事業用自動車総合保険（つながるプラン）」
とまとめてご契約いただく場合は、取扱いが異なります。
・本割引が適用されたご契約について、新たにご購入のお車を追加する場合、追加するお車には追加日時点の商品・保険料（注）を適用します。
（注）自動車保険の改定があった場合は、改定後の商品・保険料を適用します。
・本割引が適用されたご契約について、ご契約内容を変更する場合や新たにご購入のお車を追加する場合、一部のお車のご契約を解約
する場合の保険料は日割で計算します（団体扱・集団扱でご契約の場合や保険期間が１年を超えるご契約の場合、または「タフ・つながる
クルマの保険」「タフビズ事業用自動車総合保険（つながるプラン）」とまとめてご契約いただく場合は、取扱いが異なります）。
・次の特約をセットする場合の特約保険料に対しては、本割引を適用しません。

■その他

すべての用途車種のお車
■対象となる自動車

●このチラシ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・クルマの保険パンフレット」「はじめてのクルマの保険パンフレット」「タフビズ事業用自動車総合保険
パンフレット」「セーフティツーリングパンフレット」のいずれかの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、必要に応じて当社ホームページでご参照ください。もしくは、代理店・扱者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、
代理店・扱者または当社にお問合わせください。

●「タフ・クルマの保険」は個人総合自動車保険、「タフ・つながるクルマの保険」は「運転特性情報による保険料算出に関する特約（車両運行情報による保険料精算に関する特
約用）」および「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、「タフ・見守るクルマの保険プラス(ドラレコ型)」は「運転特性情報による
保険料算出に関する特約」および「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」がセットされた個人総合自動車保険、「タフ・見守るクルマの保険プラスＳ」は
「運転特性情報による保険料算出に関する特約」および「事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人
総合自動車保険、「タフ・見守るクルマの保険(ドラレコ型)」は「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」がセットされた個人総合自動車保険、 「はじめてのクルマの保険」はパーソナル自動車保険、「タフ
ビズ事業用自動車総合保険」は一般総合自動車保険のそれぞれのペットネームです。「セーフティツーリング」は
二輪自動車・原動機付自転車を保険の対象とした一般総合自動車保険(ノンフリ―ト契約)のプラン名称です。

●契約取扱者が当社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、当社代理店または社員
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。

２台 3～5台 6台以上

長期契約もお選びいただけます！
保険期間が1年を
超えるご契約（ ）

■対象となるご契約
1保険証券（注1）で２台以上の自動車を契約する、次のいずれかのノンフリート契約（注2）
●タフ・クルマの保険　●タフ・つながるクルマの保険　●タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型）
●タフ・見守るクルマの保険プラスS　●タフ・見守るクルマの保険（ドラレコ型）　●はじめてのクルマの保険
●タフビズ事業用自動車総合保険　●二輪自動車・原動機付自転車のノンフリート契約（一般総合自動車保険）

（注1）保険期間が１年を超えるご契約（一時払を除きます）の場合、または「タフ・つながるクルマの保険」「タフビズ事業用自動車総合保険（つな
がるプラン）」とまとめてご契約いただく場合は、複数の保険証券でのご契約であっても、代理店・扱者、各保険証券の始期日・満期日、保険
契約者がすべて同一であるときに、本割引を適用します。

（注2）「ノンフリート契約」とは、所有・使用する自動車のうち、自動車保険（共済を除きます）を契約している合計台数が9台以下の保険契約者が締
結するご契約をいいます。

●ファミリーバイク（自損・無保
険車傷害型）特約

●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
および事故発生の通知等に
関する特約


