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第第第第 1 条（本サービスの概要）条（本サービスの概要）条（本サービスの概要）条（本サービスの概要） 

1. Alexa－ちょいのり保険申込み（以下「本サービス」といいます）とは、利用者ご本人

（以下「お客様」といいます）が Amazon Services International, Inc.と関連会社（以下

「Amazon 社」といいます）によって提供される汎用音声サービス Alexa（以下「Alexa

サービス」といいます）を利用することにより、Alexa サービスを利用できるお客様

の専用端末、スマートフォン等（以下「Alexa サービス利用端末」といいます）にて

利用できる当社所定の Alexa スキル（以下「本スキル」といいます）を通じて、お客

様が当社に対して、当社が提供する「ちょいのり保険（1 日自動車保険）」（以下「本

商品」といいます）に関する保険契約の申込みを行うことができるサービスです。 

2. 本利用規定は、本サービスを利用されるお客様に関して適用されます。 

 

第第第第 2 条（条（条（条（使用できる機器使用できる機器使用できる機器使用できる機器）））） 

1. 本サービスの利用に際して使用できる Alexa サービス利用端末は、Amazon 社の認証

済みの Alexa 搭載デバイスに限定されるものとします。お客様が Amazon 社の認証済

みの Alexa 搭載デバイス以外の Alexa サービス利用端末を利用することによりお客様

に生じる不利益、損害等については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当

社はいっさいその責任を負いません。ただし、当社に過失がある場合には、顧客に対

し、通常かつ直接の損害について損害賠償責任を負うものとします。 

2. Alexa サービス利用端末の使用・利用に起因してお客様が受けるいっさいの不利益（本

スキルの作動にかかる不具合（正確な情報の非表示、情報の網羅性・完全性の欠如、

本件サービスの利用に際しての情報の不伝達を含みます）、Alexa サービス利用端末に

生じる故障・不具合・悪影響等、お客様が本サービスを正常に利用できないことによ

り被る不利益、その他いっさいの不利益）について、当社に故意または重過失がある

場合を除き、当社はいっさいその責任を負いません。ただし、当社に過失がある場合

には、顧客に対し、通常かつ直接の損害について損害賠償責任を負うものとします。

なお、お客様は、自らの責任と費用をもって、本サービスを利用するにあたり必要と

なる機器（Alexa サービス利用端末、インターネット環境機器、通信機器、電話回線

等を含みます）を準備し、これらの機器を使用・利用するものとします。さらに、本

スキルのバージョンアップ、本スキルの誤作動等のために追加的に必要となる通信料

等の費用についても、お客様が負担するものとします。 

 

第第第第 3 条（条（条（条（利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者）））） 
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本サービスの利用対象者は以下の全てに該当する個人の方に限ります。未成年のお客様

による申込みに際しては、親権者の同意を得たうえで行ってください。この場合、当社

は親権者の同意を証する当社所定の書類の提出をお願いすることがあります。  

(1) 日本国内に居住する方 

(2) 本利用規定に同意いただき、当社が利用について承諾した方 

(3) 過去に当社のホームページ経由で本商品にご加入いただいたことがあり、今回の

申込みにおいて直前回と同一内容の保険契約を申し込もうとする方 

(4) Alexa サービスを利用することについて Amazon 社の規定に同意されている方 

(5) Amazon 社の提供する Amazon Pay サービスの利用が可能である方 

 

第第第第 4 条（条（条（条（利用時間利用時間利用時間利用時間）））） 

本サービスの利用時間は日本時間午前 5 時から 6 時を除く全時間とします。ただし、当

社は、定期的なメンテナンスのために事前に告知のうえで本サービスの利用を中止する

ことがあります。また、臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、利用時

間中であってもお客様に予告なく、本サービスを一時停止することがあります。なお、

時刻は日本国の標準時によるものとします。 

 

第第第第 5 条（条（条（条（サービスの利用開始サービスの利用開始サービスの利用開始サービスの利用開始可能時期可能時期可能時期可能時期）））） 

本サービスの利用を希望するお客様は、本利用規定に同意いただいたうえで、当社所定

の方法により Amazon 社の提供するマーケットで本スキルを有効化し、本サービスの利

用登録を行うものとします。お客様が当社に必要な情報を提供されたのちに、当社にお

いて利用登録が完了させたことをもって、お客様と当社との間に本利用規定を内容とす

る本サービスの利用契約（以下「本契約」といいます）が成立するものとします。 

 

第第第第 6 条（申込み可能な保険契約）条（申込み可能な保険契約）条（申込み可能な保険契約）条（申込み可能な保険契約） 

1. 本サービスを利用して申し込むことができる商品は本商品のうち、次のいずれにも該

当するものに限られます。 

(1) お客様がご利用開始日以前に最も遅くご利用期間（保険責任期間）を終了した商品 

と同一内容の保険契約であること 

(2) 本商品の内容について、次の①から③を充足するとともに、お客様が直前回におい

て利用されたときから条件等の変更がないこと。 

① 保険の対象となる車両が直前回の契約内容における車両と同一車両であること 

② 保険契約の効力が保険契約の成立後、即時に開始されるものであること 

③ 保険責任期間は 1 日であること。但し、具体的な保険責任期間の開始時刻および

終了時刻は、第 4 項に定める加入証明書の記載に従うものとします。 

2. 本商品以外の保険商品にかかる保険契約の申込みをご希望される方は、当社所定の手



3 

 

続きにより申込みを行うものとします。また、前項の要件を満たさないため、本サー

ビスによって本商品の購入申込みができない場合には、当社所定の別途の手続きによ

り本商品の申込みを行うものとします。 

3. 本サービスにより本商品の申込みを行った場合の保険料の支払は Amazon 社の提供す

る amazon pay サービスによってのみ行うことができ、他の手段による支払はできま

せん。 

4. 本サービスにより本商品の購入を申込みいただいた場合、お客様と当社の間の本商品

にかかる保険契約は、保険料の支払を当社が確認した時点で成立するものとし、保険

契約による付保は当社がお客様に対して送信する加入証明書に記載された保険責任

期間の開始時刻から生じ、同加入証明書に記載された保険責任の終了時刻に終了する

ものとします。 

5. 本商品の内容に関して改定がなされるなど、第 6 条第 1 項各号に定める要件を充足し

ない商品の申込みに際しては、再度当社ホームページ経由にて申込手続を行うものと

します。 

6. 本商品にかかる保険契約については、本利用規定に定めるもののほか、当社が別途定

める「1 日自動車保険 約款集」の各規定が適用されるものとします。 

 

第第第第 7 条（条（条（条（呼び出し名（呼び出し名（呼び出し名（呼び出し名（Invocation name））））および呼び出しに関する留意事項）および呼び出しに関する留意事項）および呼び出しに関する留意事項）および呼び出しに関する留意事項） 

1. 本サービスの利用開始時に使用する呼び出し名（Invocation name）は「ちょいのり保

険を開いて（チョイノリホケンヲヒライテ）」その他当社が指定するものとします。 

2. お客様は、①本サービスでは重要な情報を音声で取り扱うため、周囲に人がいる環境

で使用した場合、重要な情報（ワンタイムパスワードを含みます）を第三者に知られ

てしまうおそれがあること、②お客様の音声の読み取りは、状況によりうまくいかな

い可能性があること（その結果、お客様が希望されるタイミングで本商品を購入でき

ない可能性があること）、③本スキルを有効化した Alexa サービス利用端末が第三者

の占有下に置かれた場合には、本スキルを通じて本サービスが不正利用されること

により、お客様に関する情報が外部に漏洩し、お客様に不利益、損害等が発生する可

能性があることを十分に理解・確認した上で、本サービスを利用するものとします。

本サービスの利用に伴い、上記①から③に記載の事由に起因してお客様に生じる不

利益、損害等については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はいっさ

い責任を負わないものとします。 

3. お客様は、本サービスの利用にあたって、本スキルを有効化した Alexa サービス利用

端末および本スキル専用のワンタイムパスワード（以下「ワンタイムパスワード」と

いいます）等を厳重に管理するものとします。本スキルを有効化した Alexa サービス

利用端末の紛失や盗難が発生した場合には、すみやかに Alexa サービス所定の方法に

よって Alexa 利用端末の登録を停止するか、または当社所定の方法によって当社に通
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知するものとします。 

4. 本スキルの有効化に際しては、Amazon 社の利用規約等が適用されるものとします。 

 

第第第第 8 条（条（条（条（本人確認方法本人確認方法本人確認方法本人確認方法）））） 

お客様が当社に対して登録済みのメールアドレス宛にワンタイムパスワードを送付し、

これをお客様が入力することにより本人確認を行います。お客様が Alexa サービス利用

端末に設定する情報は、お客様が Amazon 社の定める Alexa サービス所定の方法によっ

て入力するものであり、お客様は当社がお客様の本人確認のため利用することをご了解

しているものとします。 

 

第第第第 9 条（条（条（条（ワンタイムパスワードワンタイムパスワードワンタイムパスワードワンタイムパスワード）））） 

1. お客様は、ワンタイムパスワードが他人に知られた場合、または、そのおそれがある

場合は、すみやかに当社所定の手続きに従い、ワンタイムパスワードを変更するもの

とします。 

2. お客様がワンタイムパスワードを失念した場合は、当社所定の手続きに従い、再度利

用登録を行うものとします。 

3. 本サービスの利用について、お客様の本人確認のための情報が、当社所定の回数を超

えて連続して誤って入力された場合は、その時点で当社は本サービスの提供を当社所

定の範囲で停止します。本サービスの利用を再開するには、お客様は当社所定の手続

きに従い再度申込みを行うものとします。 

 

第第第第 10 条（条（条（条（免責事項免責事項免責事項免責事項）））） 

1. 当社が、本利用規定の定めるところにしたがって本人確認を行ったうえで本サービス

を提供した場合には、本人確認のための情報につき不正使用その他の事故があっても

当社は正当な利用者へのサービス提供として取り扱い、また、そのためにお客様に生

じる不利益、損害等について、当社に故意または重過失がある場合を除き、いっさい

責任を負わないものとします。 

2. 本スキルを有効化した Alexa サービス利用端末および本人確認のための情報の管理に

おいて、お客様の責めに帰すべき事由があった場合に生じる不利益、損害等について

当社は責任を負いません。 

 

第第第第 11 条（条（条（条（利用端末の利用端末の利用端末の利用端末の紛失・盗難等紛失・盗難等紛失・盗難等紛失・盗難等）））） 

お客様は、以下の場合、すみやかに Alexa サービス所定の方法により本サービスの停止

もしくは Alexa サービス利用端末の登録解除を行うか、または当社所定の方法により当

社へ届け出る等の措置を講じるものとします。当社へ届け出た場合は、本サービスの当

社所定の範囲について利用停止の措置を講じるものとします。当社は本サービス停止も
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しくは Alexa サービス利用端末の登録解除または当社による利用停止措置の前にお客様

に生じた損害については、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いませ

ん。 

(1) お客様が本スキルを有効化した Alexa サービス利用端末を紛失し、または盗難され

るなどにより、その占有を喪失した場合 

(2) 本人確認のための情報（ワンタイムパスワードを含みます）が他人に知られた場合、

または、そのおそれが生じた場合 

 

第第第第 12 条（条（条（条（本商品の購入申込みの受付本商品の購入申込みの受付本商品の購入申込みの受付本商品の購入申込みの受付）））） 

 Alexa サービス経由で本利用規定に定める本人確認を行うことにより、当社は Alexa サー

ビス利用端末から Alexa サービス経由で送られてくるお客様の依頼にもとづき、本商品

の購入申込みを受け付けるものとします。 

 

第第第第 13 条条条条（（（（届出事項の変更等届出事項の変更等届出事項の変更等届出事項の変更等）））） 

1. お客様は、本スキルを有効化した Alexa サービス利用端末・本人確認のための情報（ワ

ンタイムパスワードを含みます）について、紛失・盗難・漏洩等が生じたとき、また

は氏名、住所、運転免許証の記号番号、メールアドレス等その他の届出事項に変更が

あった場合には、直ちに当社所定の方法にて届け出るものとします。この場合、当社

所定の方法により本人確認を行い、また、当社所定の本人確認書類を求めることがあ

ります。なお、この届出の前に生じた損害等については、当社に故意または重過失が

ある場合を除き、当社はいっさい責任を負わないものとします。 

2. 前項による届出があった場合には、当社は所定の手続きを完了した後でなければ、本

サービスの提供には応じないものとします。 

3. 届出のあった氏名、住所、メールアドレスにあてて当社が通知または送付書類を発送

した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したも

のとみなします。 

4. 届出のあった氏名、住所、メールアドレスにあてて当社が通知または送付書類を発送

し、これらが未着で当社に返送された場合、当社は本サービスを中止し、全部または

一部の取引を制限できるものとします。 

 

第第第第 14 条条条条（（（（本利用規定本利用規定本利用規定本利用規定の変更の変更の変更の変更）））） 

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化、その他の理由により本利用規定を変更

する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、当社は、変更

内容について、当社ホームページ上への表示等適宜の方法で告知することにより、これ

を変更できるものとします。なお、変更日以降は、変更後の内容が適用されるものとし

ます。 
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第第第第 15 条条条条（（（（本スキルの権利帰属等本スキルの権利帰属等本スキルの権利帰属等本スキルの権利帰属等）））） 

本スキルの著作権等の知的財産権は当社または当社がライセンスを受けている正当な権

利者に帰属します。お客様は、本スキルを第三者に対して譲渡、担保提供、その他の処

分を行うことはできないものとします。また、当社から請求があった場合、お客様は、

すみやかに本スキルを無効化するものとします。お客様は、Alexa サービスで有効化した

本スキルのプログラムおよび本スキルに付帯する情報の転載、複製、転送、改変または

リバースエンジニアリング等を行わないものとします。 

 

第第第第 16 条条条条（（（（海外から海外から海外から海外からのののの利用の利用の利用の利用の禁止禁止禁止禁止）））） 

お客様は、海外からは本サービスの利用を行わないものとします。お客様が日本国外で

本サービスを利用した場合、それらの行為は全て日本国内において行ったものとし、日

本法のみを準拠法とします。お客様が日本国外において本サービスを利用したことに起

因して生じる不利益、損害等については、当社はいっさい責任を負いません。 

 

第第第第 17 条条条条（（（（不可抗力等による不可抗力等による不可抗力等による不可抗力等による免責事項免責事項免責事項免責事項）））） 

当社は、Alexa サービス利用端末を通じて当社が受信したお客様の依頼についてのみ責

任を負うものとします。また、次に掲げる事由により生じた損害等については、当社は

責任を負いません。 

(1) 災害、事変、輸送途中の事故、不可抗力による通信機器もしくは回線等の障害、裁

判所等公的機関の措置等の不可抗力な事由、または、当社の責めによらない事由に

より、本サービスの提供が遅延、停止または不能となった場合 

(2) 電信・通信の遅滞等、当社の責めに帰すことのできない場合 

(3) 当社が相応の安全対策を講じたにもかかわらず通信機器・回線の故障および電話不

通等通信手段の障害により、本サービスが遅延しもしくは不能になった場合または

当社が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合 

(4) 電話回線・インターネット回線・専用電話回線などの通信経路において盗聴がなさ

れたことにより、お客様のワンタイムパスワード、本人確認のための情報、取引情

報等が漏洩した場合 

(5) アクセスプロバイダーや閲覧ソフトにより、本サービスが遅延しまたは不能になっ

た場合、または、当社が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合 

(6) 当社が相応の安全対策を講じたにもかかわらずコンピュータウィルスまたはその関

連の障害が生じた場合 

(7) お客様の故意または過失による場合など、当社の責めに帰すべからざる事由により、

お客様の Alexa サービス利用端末、お客様が受信した情報・ソフトウェア等に障害

が生じた場合 
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第第第第 18 条（お客様からの申出による利用停止・解約）条（お客様からの申出による利用停止・解約）条（お客様からの申出による利用停止・解約）条（お客様からの申出による利用停止・解約） 

1. お客様が本サービスの利用の停止を希望する場合、または本サービスの利用の解約を

希望する場合には、［Alexa サービス所定の方法または］当社所定の方法によって当社

に申し出るものとします。当社はかかる停止または解約の申出を受けた時は、速やか

に本サービスの利用を停止する措置または解約の措置を講じるものとします。  

2. 前項に定める利用停止・解約の措置の前にお客様に生じた損害については、当社に故

意または重過失がある場合を除き、当社は、いっさい責任を負わないものとします。 

3. 第 1 項に定める手続きによりお客様が本サービスの利用を停止した場合において、お

客様が本サービスの利用再開を希望するときは、お客様は当社所定の手続きをとるも

のとします。 

 

第第第第 19 条（当社条（当社条（当社条（当社によるによるによるによる利用停止）利用停止）利用停止）利用停止） 

1. 本スキルが不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合、または、お客様の

利用方法が当社または当社の他のお客様に対して不利益を与えると当社が認めた場

合等、当社が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当社は

いつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用停

止の措置を講じることができます。 

2. 前項における措置によりお客様に生じる不利益、損害等（お客様の契約履歴情報が削

除される場合を含みます。）については、当社に故意または重過失がある場合を除き、

当社はいっさい責任を負わないものとします。 

3. Amazon 社が本スキルの提供を停止または終了させたことにより、お客様が本サービ

スを利用できなくなり、これによりお客様に不利益、損害等が発生する場合であって

も、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はいっさい責任を負わないもの

とします。 

 

第第第第 20 条（条（条（条（当社当社当社当社による解約による解約による解約による解約）））） 

お客様について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はお客様に事前に通知

することなく、本契約を解約することができるものとします。 

(1) お客様が本利用規定に違反するなど、当社が本サービスの提供を停止する相当の事

由が生じたとき 

(2) 当社においてお客様の所在が不明となったとき 

(3) 支払の停止、破産手続開始または民事再生手続開始の申立てがあったとき 

(4) 相続の開始があったとき 

(5) 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき 

(6) 当社がサービス継続上において支障があると合理的に判断したとき 
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第第第第 21 条（サービス終了時の取扱）条（サービス終了時の取扱）条（サービス終了時の取扱）条（サービス終了時の取扱） 

 本契約が終了した場合（事由のいかんを問いません）であっても、本契約の解約前に既

に成立したお客様と当社の間の保険契約は、その保険契約の定めるところに従い効力を

有するものとします。その保険契約の解約等の手続きについては、お客様が当社の「1 日

保険自動車保険約款」の定めにしたがい、実施するものとします。 

（2020 年 1 月 20 日現在） 

 

以 上 


