2022 年 1 月 1 日現在
かたばみ興業株式会社が推奨する 1 日単位の自動車保険
インターネット契約サービスの保険商品については、お客さまの利便性及びかたばみ興業株式会社の取引実績から下記保険会社の商品を推奨します。

各社商品の補償内容概要比較資料(○：対象、×：対象外)
『商品名』・引受保険会社
補償内容等
補償内容等

プランと保険料

『ワンデーサポーター』
あいおいニッセイ同和損保
エコノミー(車両補償なし)
ベーシック(車両補償なし)
ワイド（車両補償あり）

『1DAY 保険』
三井住友海上

： 800 円
：1,000 円
：2,500 円

エコノミー(車両補償なし)
スタンダード(車両補償なし)
プレミアム（車両補償あり）

『ちょいのり保険』
東京海上日動
： 800 円
：1,000 円
：2,500 円

シンプル(車両補償なし)
レギュラー(車両補償あり)
プレミアム(車両補償あり)

： 800 円
：1,800 円
：2,600 円

保険期間の単位

24 時間単位

24 時間単位

24 時間単位

スマートフォンでの申込

○

○

○

パソコンでの申込

×

×

○

対人賠償責任保険

無制限

無制限

無制限

対物賠償責任保険

無制限
（エコノミーのみ免責金額：5 万円）

無制限
（エコノミーのみ免責金額：5 万円）

無制限
（免責金額なし）

対物超過修理費用特約

50 万円（1 事故１台につき）

50 万円（1 事故１台につき）

50 万円（1 事故１台につき）

搭乗者傷害（死亡・後遺障害）特約

1,000 万円

1,000 万円

1,000 万円

搭乗者傷害（入通院／一時金）特約

入通院日数に応じてお支払
（2 区分：1・10 万円）

入通院日数に応じてお支払
（2 区分：1・10 万円）

入通院日数やケガの程度に応じてお支払
（5 区分：1 万円～最大 100 万円）

自損事故傷害特約

1,500 万円

1,500 万円

1,500 万円

○
（ワイドの場合）
お客さま情報登録を完了した日の
翌日から起算して 7 日目以降

○
（プレミアムの場合）
お客さま情報登録を完了した日の
翌日から起算して 7 日目以降

○
（レギュラー、プレミアムの場合）
お客さま情報登録を完了した日の
翌日から起算して 7 日目以降

支払限度額

300 万円

300 万円

300 万円

免責金額

15 万円

15 万円

15 万円

×

×

○
(プレミアムのみ、1 事故・1 名あたり 300 万
円限度/対人事故における刑事事件の対応
の場合は 1 事故・1 名あたり原則 150 万円
限度)

○

○

○

補償の有無
車両
（借用自動車）
復旧費用保険

利用開始日

弁護士費用特約

ロードサービス

補償の有無
30 万円限度

30 万円限度

合算して 15 万円限度
（修理後引取費用のみ免責金額 1,000 円）

合算して 15 万円限度
（修理後引取費用のみ免責金額 1,000 円）

×

2 万円限度/1 名（免責金額 1,000 円）

2 万円限度/1 名（免責金額 1,000 円）

×

臨時宿泊費用

1.5 万円限度/1 名

1.5 万円限度/1 名

×

人数

本人＋最大 3 名まで設定可能

本人＋最大 3 名まで設定可能

本人＋最大 3 名まで設定可能

運搬費用

緊急時サービス
費用保険

修理後搬送費用・
修理後引取費用

臨時帰宅・
移動費用

被保険者の追加
（指定被保険者）

追加保険料

対象自動車

対象外自動車

15 万円限度

追加被保険者数にかかわらず定額
追加被保険者数にかかわらず定額
追加被保険者数にかかわらず定額
エコノミー(車両補償なし)
： 320 円
エコノミー(車両補償なし)
： 320 円
シンプル(車両補償なし)
： 400 円
ベーシック(車両補償なし)
： 400 円
スタンダード(車両補償なし) ： 400 円
レギュラー(車両補償あり)
： 900 円
ワイド（車両補償あり）
：1,000 円
プレミアム（車両補償あり）
：1,000 円
プレミアム(車両補償あり)
：1,300 円
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪乗用車
記名被保険者、指定被保険者またはそれらの配偶者の所有する自動車、記名被保険者・指定被保険者が役員となっている法人が所有
する自動車、レンタカーおよびカーシェアリングの自動車（注）、一部の高額車両
（注）道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第 80 条（有償貸渡し）第 1 項に基づき業として有償で貸渡しすることの許可を受けた自家用自動車をいい、会員
が所有する自動車を貸し借りするカーシェアリングサービスを利用して借りたお車は除きます。

あいおいニッセイ同和損保 ワンデーサポーターの特長

三井住友海上 1DAY 保険の特長

東京海上日動 ちょいのり保険の特長

・搭乗者傷害（入通院／一時金）特約は、入通院日数
に応じてお支払（4 日以下：1 万円・5 日以上：10 万円）
・レッカーけん引時の臨時移動費用、宿泊費用も対象
・複数回利用された場合に「2 回目から割引」を適用
・「法人の所有する自動車」を対象にできる

・搭乗者傷害（入通院／一時金）特約は、入通院日数
に応じてお支払（4 日以下：1 万円・5 日以上：10 万円）
・レッカーけん引時の臨時移動費用、宿泊費用も対象
・複数回利用された場合に「2 回目から割引」を適用
・「法人の所有する自動車」を対象にできる

・格安スマホ・パソコンでも申込可能
・搭乗者傷害（入通院／一時金）特約は、入通院日数と
ケガの程度に応じてお支払（4 日以下：1 万円・
5 日以上：10・30・50・100 万円）
・「レギュラー」プランをご用意（車両保険の補償範囲を
自損事故以外に限定）
・「プレミアム」プランをご用意（弁護士費用特約付帯）

このページは「24 時間単位型自動車運転者保険」「一日単位型ドライバー保険特約（包括方式）に基づき通知または一日単位型ドライバー保険特約（一般方式）が付帯された自動車運転者保険」の
概要を説明したものです。補償内容や特約名等は各引受保険会社により異なります。
この比較表示には保険商品内容の全てが記載されているわけではありません。あくまで参考情報としてご利用ください。また、必ず、「契約概要」やパンフレット等で保険商品全般についてご確認ください。
ご契約にあたっては、必ず携帯電話・スマートフォンの画面上に表示される「重要事項のご説明」「普通保険約款・特約」などをご覧ください。
ご不明な点は、取扱代理店、または各引受保険会社にお問合わせください。
「ワンデーサポーター」「１DAY 保険」は、「24 時間単位型自動車運転者保険」のペットネームです。
「ちょいのり保険」は、「一日単位型ドライバー保険特約（包括方式）に基づき通知または一日単位型ドライバー保険特約（一般方式）が付帯された自動車運転者保険」のペットネームです。

取扱代理店
かたばみ興業株式会社
〒107-8638 東京都港区元赤坂 1-5-8 虎屋第２ビル
TEL：03-5413-8115 FAX：03-5413-8120

引受保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 2021 年 11 月承認 B21-102908
三井住友海上火災保険株式会社 2022 年 1 月承認 B21-101364
東京海上日動火災保険株式会社 2022 年 1 月承認 21-T04470

