
ドライブレコーダー付き自動車保険
ドライブエージェントパーソナル（DAP）
ドライブエージェントパーソナル（DAP）は「事故発生の通知等に関する特約」をご契約いただいたお客様にご提供するテレマティクスサービスです。

端末を通じて通話

事故発生時の
救急対応の様子を
ぜひ動画で！

サービスの概要について
動画でもご案内しています

事故時に
自動で事故連絡
強い衝撃＊2を検知すると、
自動で事故連絡！
数秒でオペレーター＊1と接続！

後方も撮影可能な後方も撮影可能な

２カメラ一体型２カメラ一体型

迅速な救急対応
オペレーター＊1と端末を通じて
通話が可能！
状況に応じて適切なアドバイス、
救急対応を実施！

「SOS発信機能」で
事故以外の
緊急時も安心
他車から危険な運転行為を受け
たケースや乗車中の体調の急変
等のトラブル発生時にも対応！

＜外側＞

＜内側＞

そこでそこで
11

そこでそこで
22

さらにさらに
33

ボタンを連打するこ
とでオペレーターに
接続し適切なアドバ
イスを受けることが
できます。

SOS発信機能
3秒以内に
4回以上押す

衝撃を検知しました。
事故受付センター＊1に連絡しています。

保険会社のドラレコをおすすめする主な 3つの理由

人通りの少ない道で
事故により意識を失ったら
救命対応が遅れてしまうかも
しれません。

がもし 
なかったら…
DAP

ご存じですか！？

＊2 エアバッグが作動する程度の事故をした時
　 （例：時速３０ｋｍ程度以上で壁と衝突した時）

＊1 提携企業：株式会社プレミア・エイド
【「SOS発信機能」利用時の留意点】
・SOS発信機能は「運転中に急に体調が悪くなったとき」「他車からの危険運転に遭遇したとき」「事故が発生したが衝撃が小さく発報しなかったとき」にご利用
いただけます。その他のトラブルには対応できません。
・SOS発信機能で応対する提携企業のオペレーターは110番通報はできません。110番通報が必要な場合にはお客様ご自身での110番通報をしてください。

2021年4月1日以降始期用



事故発生～事故解決までDAPがサポートします！

事
故
解
決

現
場
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時

自動で事故受付センター＊4に連絡

事故受付・適切な現場対応をサポート

事故状況再現システムでお客様のご負担を軽減

解析結果の
ご提供も
可能です！

〈資料イメージ〉

【引受保険会社】 【取扱代理店】

事故を確認しました。
お怪我は

ございませんか？

0193-GN01-B20156-202103

もしもの事故も、いつもの安心も。
ドライブレコーダーが見守ります！

後方も撮影可能な2カメラ一体型
〈イメージ〉撮影範囲

「ドライブエージェント パーソナル（ＤＡＰ）特約」（事故発生の通知等に関する特約）をご契約いただくと、

通信機能付きオリジナルドライブレコーダーをお届けします！ 

撮影範囲

駐車中監視機能 あり＊2   衝撃検知後２分間の映像を記録！
保険料（月額） 810円＊3

※2カメラ一体型は2021年4月以降始期
契約の場合にご契約いただけます。

前方＋側方・後方映像＊1

事故状況再現
システム

＊1 お車の形状（リアガラスの
大きさ等）や、同乗されて
いる方の着座位置により、
撮影可能範囲が限られる
ことがあります。

＊2 駐車してエンジンを停止す
ると、駐車中監視機能の要
否を確認するメッセージが
表示されます。【はい】を選
択すると、約30秒後から一
定期間（搭載バッテリーが
フル充電の場合：約30分
間）の監視を行います。

＊3 保険期間1年で団体扱の場
合の保険料です。

※「ドライブエージェント パーソナル（DAP）特約」（事故発生の通知等に関する特約）は、トータルアシスト自動車保険（総合自動車保険）・TAP（一般自
動車保険）で、ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車以外の場合にご契約いただけます。

※このチラシは、「ドライブエージェント パーソナル（DAP）特約」のうち、2カメラ一体型端末の概要を記載したものです。
※特約の適用には一定の条件があります。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。団体扱契約に関する詳細やご不明な
点等については、代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

＊4 提携企業：株式会社プレミア・エイド

事故映像を保険会社に自動送信できるため、ご自身で映像を編集する手間はありません！
●リアルタイムに事故連絡
●事故時の映像も自動で記録・送信

※録画された映像は事故時にご活用いただけますが、本サービスは事故時の過失割合
が必ず有利になることをお約束するものではありません。

映像を証拠に、過失交渉を進めるため、納得感のある早急な事故解決につながります！

ドライブレコーダー端末から
事故時のデータを自動送信＊5。
データを受信してから5分程度で、
AIが事故を分析します！

●ドライブレコーダーを通じて事故受付
●状況に応じて救急対応を実施

●事故状況をAIが再現、事故担当者に自動連携
●過去の判例に基づく責任割合の参考値を算出

＊5 衝撃の程度により自動送信されない場合があります。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF682a5f0f4f1a793e30ad30e530ea30aa30b9306e63d051fa75280050004400464f5c6210307e305f306f30d730eb30fc30d575280050004400464f5c6210306b4f7f75283059308b30b830e730d630aa30d730b730e730f3306730593002>
  >>
  /Magnification /FitPage
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /PageLayout /SinglePage
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


	Text1: パナソニック保険サービス株式会社 　カスタマー契約センターTEL:0120-87-8617　受付時間　9:30～17:00（土日・祝日・年末年始・夏季休暇等、当社休業日は除く）


