
※サービス開始前までに、必ずお読みください。
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「JU安心ダイヤル」
サービス取扱要綱



「ＪＵ安心ダイヤル」サービス内容について



Ⅰ 導入メリット
●エンドユーザに対して

★中古車販売の際に、ロードサービスが付帯されていることにより安心感
が増える。

★会員証を発行する事により、他社ロードサービスとの差別化が出来る。

●貴店（拠点）に対して

★事故・故障が発生した場合に、車両が回帰される。
★自社出動の場合でも、出動料金が支払いされる。
★1年間サービスのため、定期点検を誘導しやすくなる。
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Ⅱ サービス内容
●レッカーサービス

事故・故障で自力走行不能の場合に、50㎞まで無料で牽引します。

●故障時現場復旧サービス
現場対応が可能な30分程度の軽作業を無料で実施します。

●宿泊費用サービス
事故・故障で宿泊する場合、15,000円を上限に支払いします。

●帰宅費用サービス
事故・故障で帰宅する場合、20,000円を上限に支払いします。

●修理後搬送サービス
修理後、50,000円を限度として、搬送費用を支払いします。

●トラベルサービス
パッケージツアー料金を最大5％OFFでご利用いただけます。

●レンタカー紹介サービス
レンタカーを優待料金で利用いただけます。
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Ⅲ サービス期間

◆サービス開始日から1年間となります。

◆自動更新ではありません。

4P

◆サービス終了日の３ヵ月前から、「Web会員データ入力システ

ム」より、一覧表が抽出出来ますので、一覧表に基づき貴店にて、
DM・電話連絡等で更新案内を実施してください。



Ⅳ サービス対象車両

◆貴店で、販売・車検・整備した、
●自家用（普通・小型・軽）乗用車
●自家用（普通・小型・軽）貨物車

（最大積載量2トン未満）

◆貴店で保有している代車・レンタカーも加入出来ます。
※代車をサービス対象車両にする場合には、一定の条件があります。

※キャンピングカーは、サービス対象車両がベースとなっている場合に限りサ－ビス対
象とします。

※福祉車両は、助手席回転シート車・シートリフトアップ車・車椅子仕様車等は、サービ
ス対象とします。

※キャンピングカー・福祉車両にサービスを付帯する場合には、事前に安心ダイヤルへ確認を行っ
てください。 5P

例外措置車両

※特種用途自動車（8ナンバー等）は、サービス対象外です。



Ⅴ 自動車保険付帯サービスとの比較

JU安心ダイヤル 自動車保険付帯

対象車両 自家用6車種 自家用8車種

レッカー 牽引距離 50㌔ 30㌔～55㌔

緊急修理

サービス内容 30分程度の現場修理 30分程度の現場修理

作業項目 限定無し 限定あり

回数制限 無し 有り

自宅トラブル対応 ○ ○

回帰誘導 ○ ×

優先出動依頼 ○ ×

入庫誘導 ○ ×
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Ⅵ 営業形態によるメリット

7P

営業形態

U-car販売のみ
U-car販売のみ

＋
修理・車検

U-car販売のみ
＋

修理・車検
＋

自社出動

ロードサービス付帯メリット ○ ○ ○

回帰・入庫誘導メリット - ○ ○

自社出動メリット - - ○

総合的なメリット △ ○ ◎



Ⅶ 顧客囲い込み戦略について

U-car販売
「ＪＵ安心ダイヤル付帯」

定期点検

車検
点検・整備
「ＪＵ安心ダイヤル付帯」

定期点検

お客様

U-Car販売時にサービス付帯することによ

りその後の定期点検・車検誘導車両買い換
え需要につなげる事が出来る。
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Ⅷ 自社出動時のメリット例

9P

「ＪＵ安心ダイヤル」へ加入した会員が、事故・故障でトラブルが発生して、貴店へ電
話連絡があり、出動した場合でも出動料金が支払われる。

故障発生 貴店にて出動

現状では、お客様から連絡が入り出動した場合、出動料金をお客様へ請求す
る事は難しい

「JU安心ダイヤル」導入後は、貴店にて出動した場合、出動料金を安心ダイヤルから支
払われます。（但し、自社保有車両の場合は、出動料金は支払い対象外となります。）

例）ジャンピングで出動した場合

現状
出動料金0円

今後は出動料金7,000円※

が支払われます。

※時間帯や出動距離により異なります。



Web会員データ入力システムについて



貴店・拠点
（クライアントPC）

④翌日会員情報抽出

①ＪＵ安心ダイ
ヤル申込

③会員証発行

安心ダイヤル

オリエントファイナンス

お客様

②お客様情報登録

富士ソフト企画

会員情報検索

⑥
口
座
振
替
デ
ー
タ
抽
出

⑤
翌
日
会
員
情
報
送
信

セコムデータセンター

安心ダイヤル
館林データセンター

⑦毎月6日
口座振替データ送信

⑧毎月27日
銀行口座より引き落とし

Ⅰ 「Web会員データ入力システム」全体フロー
「Web会員データ入力システム」では、お客様情報入力から会員証明の発行～会費の口座引落しまでを、
シームレスに実行出来ます。
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◆端末について

インターネット接続可能なパソコンが必要となります。

※携帯電話やPDAは利用不可
◆OSについて

Microsoft Windows Vista・XP・2000
※Mac・Windows7は利用不可

◆ブラウザについて
Microsoft Internet Explorer6・7
※Microsoft Internet Explorer8・Firefox・Netscape・Navigator

Opera・Safari＆IE-Macは利用不可

◆Acrobat Readerについて

バージョン8.0以上をご利用ください。
※バージョン確認方法は、18Pを確認ください。

◆プリンターについて（推奨）
EPSON・・・・・PM-T960 PM-A850  KM-G800 ＥＰ-301 PM-2200C
Canon・・・・・ PIXUS950i LBP-500

Ⅱ 「Web会員データ入力システム」利用環境

12P

「Web会員データ入力システム」を、ご利用する場合には、以下のパソコン環境となります。必ず事前に、利用
パソコンのバージョン確認を行ってください。



「Web会員データ入力システム」を利用する場合は、事前に利用するパソコン（1台）へ電子証明書
（セコムパスポート）のインストール作業が必要となります。

インストールを行っていない場合には、ご利用いただけませんので、必ずインストール作業を実施
してください。

Ⅲ 電子証明書（セコムパスポート）インストール手順

13P

インストール手順については、「電子証明書」インストール手順書に従い行ってください。

※「JU安心ダイヤル」参加申込書に記載したE-メールアドレスあてに、casupport@ml.secom-
sts.co.jp より、「証明書発行案内」が送信されますので、電子証明書をインストールを行う場合
に必要なメールになりますので、大切に保管をお願いいたします。

※「証明書発行案内」は、20日前後に送信されます。



Ⅳ ＩＰＡフォントのインストール手順について

14P

ＩＰＡフォントのインストールを実施していない場合には、会員証が正しく印字されません。

1. 別途、メールで送付しております、「IPAfont_install.exe」を、デスクトップへ保存してくだ
さい。

2. 「IPAfont_install.exe」を、ダブルクリックしてください。

3. 表示されたダイアログで「次へ」を押下してください。

4. 「インストール」を押下してください。
※パソコン環境により、インストールの実行に約30秒ほど要します

5. インストールの完了が表示されたら、「完了」を押下してください。

インストール手順



Ⅴ 「Acrobat Reader」バージョンについて

15P

「Web会員データ入力システム」では、「Acrobat Reader」のバージョン7.0以下の場合には、
会員証・請求書が印刷出来ませんので、アップグレードを行ってください。

【Acrobat Readerのバージョンの確認方法】

1）「Acrobat Reader（アクロバットリーダー）」を起動します。
2）メニューバーの「ヘルプ」より、「Acrobat Readerバージョン情報」を選択します。
3） 「Acrobat Reader のバージョン情報」が表示されます。
4）上図の赤枠の内容を確認します。

http://www.adobe.com/jp/products/reader/

【バージョンアップの方法】

以下のＵＲＬへアクセスを行い、Acrobat Reader9.0のインストールを行ってください。



Ⅵ 「Web会員データ入力システム」ログイン方法

16P

電子証明書・ＩＰＡフォントのインストール・ Acrobat Readerのバージョン確認が終了後、「Web会
員データ入力システム」へログインを行います。

1. 別途、お渡ししている「ＪＵ安心ダイヤルWeb会員データ入力システム ユーザＩＤ及びパス
ワード通知書」に記載されているＵＲＬへアクセスを行うと、ログイン画面が表示されます。

「ログイン画面」が表示されない場合には、以下の点を確認してください。
●URLが正しく入力されているか？
●電子証明書のインストールは完了しているか？

※解決しない場合には、MS&ADグランアシスタンスまで　
ご連絡ください。



17P

2. 別途、お渡ししている「ＪＵ安心ダイヤルWeb会員データ入力システム ユーザＩＤ及びパ
スワード通知書」に記載されている「ユーザーＩＤ」「現在のパスワード」を入力します。

※「パスワード通知書」を紛失した場合や、パスワードを入力してもエラーが発生
する場合には、エラー表示された画面のままで、安心ダイヤルまでご連絡くださ
い。

※パスワードについては、サービス開始前までに、パスワード変更を行ってくださ
い。
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3. 正しくログイン出来た場合に、メニュー画面が表示されます。

※ログイン方法および各メニュー項目の操作方法については、別途お渡ししてい
る「 Web会員データ入力システム操作説明書＜ユーザー向け＞」を確認してくだ
さい。



会員証発行時のポイントについて



Ⅰ 「ＪＵ安心ダイヤル」会員証発行について
U-ｃａｒ販売時や定期点検・車検を受けたお客様に対して、「ＪＵ安心ダイヤル」の会員証を発行
します。

1.「Web会員データ入力システム」へアクセスを行い、メニューから「会員情報登録」をク
リックします。
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2. 会員情報入力画面が表示されたら、必要項目を入力し、「入力確認」ボタンを押下して下さい。

21P
※自社代車・レンタカーを登録する場合には、氏名（カナ・漢字）は、法人名で登録を行ってください。



3. 「入力確認」ボタンを押下すると、会員情報登録画面へ遷移します。入力内容に誤りが無け
れば、「登録」ボタンを押下すると、会員情報印刷画面へ遷移します。

22P

「会員情報登録画面」 「会員情報印刷画面」



4. 「印刷」ボタンを押下すると、別ウィンドウで下記のような会員証イメージ画面が表示されます

ので、会員証をプリンターへセットして、「会員証印刷イメージ画面」に表示されている「印刷」ボタ
ンを押下してください。

23P

「会員証イメージ画面」

お客様の郵便番号・住所・氏名が、斜めに表示され
ている場合には、IPAフォントがインストールされて
いませんので、IPAフォントのインストールを行ってく
ださい。

※詳しい操作方法等は、別途お渡ししている「Web会員データ入力システム操作説明書」
をご参照ください。



Ⅱ 「会員証」お渡し時の説明事項

24P

お客様へ会員証をお渡しする際には、以下の書類と併せて説明を行ってください。

●お客様へお渡しする書類

★会員証
★サービス規約

●お客様へ説明を行う内容

★「JU安心ダイヤル」サービス内容
★「GPS位置情報サービス」操作方法

※お客様へは、お車のトラブル（事故・故障）が発生した場合には、24時間365日必ず
0120-481-640（しんぱい むよう）へ連絡するように、説明してください。

0120-481-640（しんぱい むよう）に連絡頂くことにより、回帰入庫をより確かなものにします。

※0120-481-640（しんぱい むよう）へ連絡する件数が少なくなれば、貴店のメリットは半減し
ます。

サービス規約の渡し漏れがあると、後のクレームに
なる可能性がありますので必ずお渡し下さい。



事故・故障発生時の対応について



Ⅰ 0120-481-640（しんぱい むよう）へ連絡時の対応について

26P

1

2

3

4

（ 営業時間外もしくは出動不可の場合）

代替出動業者へ出動確認

お客様の加入店へ出動確認および入庫先確認（お客様指定が無い場合）

トラブル現場最寄りの拠点へ出動確認

（ 営業時間外もしくは出動不可の場合）

（ 営業時間外もしくは出動不可の場合）

ＡＤＮ業者へ出動要請

出
動

トラブル場所から30km程度の距離に「加入店・代替出動業者」がある場合に実施

1

2

3

入庫は無料牽引距離（50km）を基準に加入拠点または最寄り貴社拠点へ誘導する。

お客様指定入庫先

（ 指定入庫先希望が無い場合）

加入店にて入庫先を安心ダイヤルへ指示

（ 指定入庫先が無い場合）

出動業者（最寄りの拠点・代替出動業者・ＡＤＮ業者）にて保管

入
庫

1

2

3 ＡＤＮ業者にて、指定入庫先まで搬送

＜注意＞無料サービス範囲は、1次レッカー＋2次レッカーの搬送距離の合計

2
次
レ

ッ
カ
ー

2次レッカー対応有無を安心ダイヤルへ電話連絡

（2次レッカー対応不可の場合）

入庫先もしくは保管先については、受付票Ｎｏ１に記載してＦＡＸ送信



Ⅱ 貴店への出動要請について

27P

直線距離30㌔判断については、トラブル現場から、貴店までの直線距離を、当社の地図システム
より算出いたします。

30㌔
トラブル場所

（半径10㌔の円）

上記の場合には、貴店・代替業者共に、30㌔以内となります。

貴店

代替業者



Ⅲ 安心ダイヤルからの「手配票」について

28P

直線距離30㌔以内で、安心ダイヤルから出
動要請を行った場合、「手配票」をＦＡＸ送信
を行います。

※個人情報保護の観点から、FAX送付する手
配票には、個人情報に関する項目（氏名・連絡
先）は表示されません。

※個人情報に関しては、安心ダイヤルから手
配要請を行った際に、口頭でお伝えいたしま
す。



Ⅳ 安心ダイヤルからの「受付票Ｎｏ１」について

29P

直線距離30Km以上で、安心ダイヤル
にて「お客様加入店舗以外」へ手配を
行った場合は、「受付票Ｎｏ１」を貴店
へＦＡＸ送信を行います。



Ⅴ お客様から貴店へ連絡があった場合

30P

お客様から貴店に直接ご連絡が入った場合は、事前に「JU安心ダイヤルデスク」まで連絡して
下さい。

お客様

貴店

◆事故･故障の連絡

JU安心ダイヤル（0120-481-640）

※安心ダイヤルへの報告事項
1）自社出動の可否 2）会員番号 3）お客様氏名
4）お客様連絡先 5）車名 6）車両登録番号
7）トラブル発生日時 8）トラブル発生場所

自社
出動

安心ダイヤルからの「受付番号」をメ
モした上で、出動を行ってください。

ＡＤＮ業者出動

30分程度で到着できる場合 30分程度で到着が困難な場合



1.お客様へ作業内容の説明をする。

2.お客様より作業内容の同意を取り付ける

※必要に応じて貴店にて「作業同意書」をご用意下さい。

3.作業を実施する。

4.「作業報告書兼請求書」に、作業料金を記入して、お客様から署名を頂く。

5.「作業報告書兼請求書」のお客様控えをお渡しする。

6.作業終了後、速やかに完了報告を、安心ダイヤルまで行う。

7.「作業報告書兼請求書」を、安心ダイヤル費用精算部までＦＡＸ送信する。

（ＦＡＸ番号：04-2921-6984）

※ＦＡＸ送信は、作業完了日より7日以内に必ず行ってください。

Ⅵ トラブル現場での手順について
出動の場合には、トラブル現場では、以下の手順で作業を実施してください。

※到着時間が、遅延するような場合には、必ずお客様へ電話連絡を行ってください。

31P
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Ⅶ 作業料金について
【無料サービス範囲】 （税別）

項目 摘要 料金 備考

昼　 　08時～17時59分 5,000円 出動料は、現場到着時刻を適用

夜　 　18時～21時59分 6,000円

深夜　 22時～07時59分 7,000円

悪天候 4,000円
台風・大雨・大雪により出動あるいは作業に危険を伴う
場合

高速危険
昼：3,500円
夜・深夜：5,000円

高速道路本線上での作業実施の場合

現場待機 1,500円（30分単位） 警察の現場検証などお客様の事由でない場合

普通車特別作業加算 15,000円
車長530㎝、車幅200㎝、車両重量2,600㎏のいずれか
超える場合

期間限定割増 2,000円
年末年始：12/31～1/3　ＧＷ：5/1～5/5
お盆：8/13～8/16　に出動した場合

ドーリーけん引 3,000円 四輪駆動車でドーリー使用によるけん引作業の場合

クレーン積載 5,000円 車両をクレーンで積載した場合（※）

エア抜き作業 2,500円 ディーゼル車のガス欠でエア抜き作業をした場合

作業料 現場到着後30分程度の作業 3,000円 ジャンピング・ガス欠作業を除く

特定作業項目 ジャンピング・ガス欠の復旧作業 2,000円

現場までの出張料 現場に出動するまでの距離 100円/㌔ 15㌔までは請求対象外

緊急修理遠方出張
加算

故障時現場復旧修理サービスで片
道30㌔以上の出張距離の場合

1,000円 安心ダイヤルから貴社へ出動要請があった場合のみ

実けん引料 現場から貴店までの距離
（普通車）500円/㌔
（軽）400円/㌔

レッカー搬送距離50㌔まで

落輪引上げ
道路より下方向へ車輪を踏み外し
た車両の引上げ作業

片輪：5,000円
両輪：8,000円

乗り上げ引き降ろし
縁石などの障害物に乗り上げた車
両の引き降ろし作業

5,000円

有料道路料金
貴社からトラブル現場の次のＩＣま
で・回送時

実費

基
本
料
金

距
離
料
金

作
業
料
金

加算

出動料



33P

【サービス対象外項目】

横転、転落等のクレーン作業 難作業以外は、8,000円 四点吊りは10,000円～15,000円目安

ローダウン車・エアロパーツ
付車積載割増

ローダウン車やエアロパーツ付車で積載作業が困難な場合3,000円

スタック引出し作業 雪道・砂浜・ぬかるみ等からの引出し作業
普通車 2,000円

作業延長料金 故障時現場復旧サービスで現場応急作業が30分を著しく超過した場合、超過
時間30分毎に基本作業料金相当額を加算

保管料金 48時間以上の保管料は、24時間毎に2,000円を上限

実けん引料金 50㌔を超過する搬送距離

有料道路料金 実けん引時（トラブル場所の次のＩＣ以降）

その他 燃料代・部品代（タイヤ・バッテリー等）・バッッテリー充電代・合鍵作製費

◆自社出動の場合は、サービス対象外項目については、現場精算として下さい。

◆ＡＤＮ業者出動時には、サービス対象外項目の精算については、安心ダイヤルより後
日お客様へご請求させて頂きます。

（税別）
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Ⅷ 作業報告書件請求書記載について

●受付番号は、自社出動連絡時に安心ダイヤルから
口頭でお伝えした番号もしくは、手配票に記載されてい
る番号を記載してください。

●作業料金（Ａ）・無料サービス対象料金（Ｂ）の欄を記
入してください。

●サービス適用対象外料金（Ａ-Ｂ)欄は、記入不要です。

●お客様確認欄（お客様ご署名）には、お客様のサイン
を必ずもらって下さい。

●「作業報告書兼請求書」の記入方法について、ご不
明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

「問合せ先」

MS&ADグランアシスタンス株式会社 
費用精算部ＴＥＬ：04-2921-6549
（月曜～金曜 AM9：00～17：00）



Ⅸ 作業完了報告について

貴店が出動した場合、作業が終了した時点で、安心ダイヤルまで作業完了報告を行ってください。

■作業完了報告内容
1）登録番号（下4桁の番号）
2）現場到着時間
3）作業完了時間
4）作業内容
5）実出動距離（貴店よりトラブル現場までの距離）
6）実牽引距離（レッカーを行った場合のみ）

報告先：「安心ダイヤル提携ロードサービスデスク」

電話番号：0276-66-2430 （24時間・365日）

35P



Ⅹ 作業料金支払いについて

精算事務費を
控除した額を

お支払い

お客様

安心
ダイヤル

貴店

出
動
要
請

安心
ダイヤル

出
動
報
告

●貴店にて出動を行い、「作業報告書兼請求書」を安心ダイヤル費用精算部へＦＡ
Ｘ送信を行った場合は、作業料金をお支払いいたします。

●作業料金のお支払いを行う場合には、精算事務費（作業料金の10％）と振込み
手数料（300円）を控除させていただきます。

※貴店への振込は、月末締め切り、翌月２５日支払いとさせていただきます。
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諸費用について



◆前月1日～末日までの会員登録（新規・更新）が対象

◆毎月6日に、請求金額確定

◆毎月27日に、ご指定の銀行口座より引き落とし

※残高不足等の理由により引き落としが出来なかった場合でも、再振替は行って

おりません。別途、事務局からの通知等によりお支払ください。

※請求書は、毎月6日以降に本システムより印刷を行い引落し金額を確認してください。
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Ⅰ 年会費について

●1会員あたり年額：1,600円（税込）

Ⅱ 初期費用について
●1会員店あたり：50,000円（税込）
●1拠点あたり： 10,000円（税込）

◆サービス開始月の27日に、ご指定の銀行口座より引き落とし



サービス内容詳細について
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Ⅰ サービス内容詳細

事故・故障サービス 事故または故障により、外出先で自力走行不能（※1）となった車両について、50㌔以内の修理工場まで
レッカーによる牽引または積載車による運搬を会員のトラブル現場での作業立会いを条件（※2）に行い
ます。（自宅駐車場および同等と判断できる場所からのレッカー搬送も、サービスの対象となります。）
※1）「自力走行不能」とは、事故または故障により車が動かない、現場で応急修理しても動かない、もしく

は道路交通法上運転してはいけない状態
（夜間にヘッドライトがつかない等）と「JU安心ダイヤル」デスクが判断した場合をいいます。

※2）連絡時に会員がケガで病院に搬送された等の理由で作業立会いが出来ない場合には、会員本人
からの連絡を条件に、作業を実施する事もあります。

基本的な考え方
①出動基本料金、基本料金加算（高速道路、悪天候での作業、ドーリー作業等の加算）現場までの出張
料金、レッカー搬送するため現場における30分程度の作業料金、トラブル現場が有料道路の場合には、
出動業者がトラブル現場到着までに要した有料道路料金と50㌔レッカー牽引料金が無料になります。
②トラブル場所が加入した貴店の最寄拠点から半径30㌔以内であった場合には、優先的にJU貴店への
出動および入庫依頼をいたします。
③加入したJU貴店が休日、時間外等の時は、会員への迅速な対応を考慮し、会員の指定先又はグラン
アシスタンス社の優良な提携工場をご紹介します。

落輪乗り上げ対応サービス 外出先で車が落輪（※）してしまった場合や、縁石・中央分離帯などの障害物へ乗り上げた場合では、
レッカーで現場に急行し、引き上げ・引き降ろし作業を無料で行います。
※落輪とは、道路から下方（側溝や用水路等）へ車輪を踏み外した状態をいいます。転落、横転や路外
逸脱の場合は車両引上げ等の作業料金が有料となります。

基本的な考え方
①出動基本料金、基本料金加算（高速道路、悪天候での作業、ドーリー作業等の加算）、現場までの出
張料金、現場における30分程度の作業料金、車両引き上げ等の作業料金を無料とします。
②トラブル場所が加入した貴店の最寄拠点から半径30km以内であった場合には、優先的にJU貴店へ
の出動および入庫依頼をいたします。
③加入したJU貴店が休日、時間外等の時は、会員への迅速な対応を考慮し、会員の指定先又はグラン
アシスタンス社の優良な提携工場をご紹介します。

レッカー搬送サービス
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故障時現場復旧サービス

故障時現場復旧サービス 故障等により自力走行不能となった車両について、現場での復旧が可能な場合は、基本料金、出張料金
および基本作業料金を会員のトラブル現場での立ち会いを条件に無料で行います。
（自宅駐車場および同等と判断できる場所における復旧作業もサービス対象となります）
なお、部品交換や分解作業を行わなければならない故障で現場での復旧作業が不可能な場合は、レッカ
ー搬送サービスにて対応いたします。

サービス対象の代表例：
①バッテリー点検・ジャンピング
②カギ開け
③ガス欠
④スペアタイヤ交換※

※ チェーン脱着、ノーマルタイヤからスタッドレスタイヤへの交換は対象外
⑤その他30分程度の現場復旧が可能な軽作業とサービスデスクが判断した場合

注意：
セキュリティー装置付車両の鍵開け、バッテリー充電、パンク修理は、サービスの対象外です。（手配その
ものをお断りする事もあります）

基本的な考え方

①出動基本料金、基本料金加算（高速道路、悪天候での作業、ドーリー作業等の加算）、現場までの出張
料金、現場における30分程度の作業料金とトラブル現場が有料道路の場合で出動業者がトラブル現場ま
でに要した有料道路料金を無料とします。特殊作業料金は有料となります。
②30分程度で直らない（部品交換を伴う場合、分解作業を伴う）作業は、現場修理不可能ゆえレッカー搬
送となります。
③トラブル場所が加入した貴店の最寄拠点から半径30km以内であった場合には、優先的にJU貴店への
出動依頼をいたします。
④あくまでも自力走行不能なトラブルで対応可能な30分程度の軽作業で有る為、

点検を目的とした出動要請には対応できません。
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宿泊・帰宅・搬送サービス

宿泊費用サービス サービス対象者の自宅から直線距離で100キロ以上遠方（※）の事故や故障で、自力走行不能となった
場合、臨時に宿泊する宿泊費用を１名15,000円（税込み）上限まで負担します。
※自宅からトラブル場所までの距離は、サービスデスクの地図システムにより算定 した距離を基準とし
ます。

基本的な考え方
①サービスの利用前に必ずサービスデスクへの連絡が必要となります。
②車検証の定員分まで、当日もしくは翌日の宿泊費用１泊分に限ります。
③素泊まり料金が対象であり、飲食費、電話代、入湯税等は対象外です。
④サービスの利用にあたっては、一時立替頂き、サービスデスクへ後日、請求していただきます（領収
書の原本・専用費用請求書が要）。
⑤専用費用請求書をグランアシスタンス社より送付⇒領収書の原本を添付して返送。 

帰宅費用サービス サービス対象者の自宅から直線距離で100キロ以上遠方（※4）の事故や故障で、自力走行不能となり車
で帰宅できない場合に、代替交通機関を使用しての帰宅費用を１名20,000円（税込み）上限まで負担しま
す。

※自宅からトラブル場所までの距離は、サービスデスクの地図システムにより算定した距離を基準としま
す。

基本的な考え方
①サービスの利用前に必ずサービスデスクへの連絡が必要となります。

②車検証の定員分まで、当日又は翌日の帰宅費用に限ります。
③代替交通機間とは、タクシー、電車（特急、新幹線を含みます。グリーン車を除く）、飛行機（普通運賃）
船舶等をいいます。
④同乗者の帰宅経路が同方向でタクシーに相乗りする場合は、１台につき20,000円（税込み）が限度と
なります（税込み20,000円×同乗者数とはなりません）。
⑤サービスの利用にあたっては一時立替頂き、サービスデスクへ後日、請求していただきます（領収書
の原本・専用費用請求書が要）。
⑥専用費用請求書をグランアシスタンス社より送付⇒領収書の原本を添付して返送して いただきます。 



43P

宿泊・帰宅・搬送サービス

修理後搬送サービス サービス対象者の自宅から直線距離で100キロ以上遠方（※4）の事故や故障で、自力走行不能の場合に、
修理完了後の車両を50,000円（税込み）上限まで搬送費を負担します。

※自宅からトラブル場所までの距離は、サービスデスクの地図システムにより算定した距離を基準とします。

基本的な考え方
①サービスの利用前に必ずサービスデスクへの連絡が必要となります。
※サービスデスクによる手配では無い場合、本サービスの対象になりません。

②普通乗用車ならば東京～大阪間の費用が約50,000円です。
③一部の普通貨物車のように、搬送が困難で陸送手段になる場合の費用も対象となります。
④会員本人が直接出向かれて車輛を引取られる場合は、片道の交通費50,000円限度（税込）を負担しま
す。
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Ｑ 質問 Ａ 回答

ロードアシスタンスサービスの対象者であるか
否かはどのように判別されるのでしょうか？

本サービスは原則として車両付帯となります。サービス対象者は「JU安心ダイヤル」に登録し
ている車両を運転または同乗している方をいいます。
登録車両以外のトラブル時には加入頂いた会員本人からの対応希望でもサービス対象外と
なります。
事故・故障現場では、対象者確認のため、会員証のほか免許証、車検 証の提示を求める場
合があります。

ロードアシスタンスサービスの提供条件はどの
ような物でしょうか？

事故または故障によりお車が自力走行不能となった場合で、尚且つトラブル現場から「JU安心
ダイヤル」デスクへ連絡があった場合となります。
又弊社より出動業者を手配する際に必ず現場での立会いが必要となります。
事故後、病院へ搬送されてしまった、又はすぐに警察へ行かざるを得なかった場合等では、ト
ラブル直後の対応は出来ません。
※立会いが可能になった際に「JU安心ダイヤル」デスクへご連絡いただければ後日であっても
対応いたします。

他人の車（登録外車両）を運転している場合は
サービスの対象となるのでしょうか？

本サービスは「JU安心ダイヤル」に登録頂いている車両を運転または同乗している際に事故ま
たは故障により自力走行不能となった場合に対象となります。
従って左記の場合は登録外車両を運転しているため、無料サービスの対象とはなりません。

JU安心ダイヤル会員の同居の親族が所有・使
用する車、又は勤務先が所有・使用する車は
サービスの対象となるのでしょうか？

本サービスは「JU安心ダイヤル」に登録頂いている車両を運転または同乗している際に事故ま
たは故障により自力走行不能となった場合に対象となります。
従って、左記の場合は登録外車両で有る為、無料サービスの対象とはなりません。

ＪＵ安心ダイヤルに登録された会員車両を、た
またま他人に貸しトラブルが発生した場合は、
サービスの対象となるのでしょうか？

本サービスはＪＵ安心ダイヤルにご加入の車両に付帯しているサービスとなります。従って、左
記の場合は車両確認が可能であればサービス対象となります。

事故・故障車の一時保管について 貴店または貴店指定搬入先が営業時間外または連絡当時に入庫が不可能であった場合、以
下の手順で対応いたします。
・貴店指定搬入先が翌日（翌営業日）に引き取り可能であると連絡当時にご返答いただいてい
る場合では、会員へその旨を伝え、弊社出動業者にて一時保管いたします。保管先は随時
FAXにて貴店へご報告致しますので翌営業日に車を引き取りに行ってください。
・貴店へ連絡が取れない状況（営業時間外）、または自社にて引取りには行けない場合では、
会員へその旨を伝え、第一優先として会員の指定する搬送先へ搬送となります。指定先が無
い場合では、弊社提携修理工場への案内を実施いたします。
・会員が貴店への搬送を希望する場合では、弊社提携出動業者にて一時保管となりますが2
日間を超える保管が発生する場合では、保管料金が発生する事となります。 45P



Ｑ 質問 Ａ 回答

運転資格の条件が「眼鏡等が使用」となってい
る運転者が事故により眼鏡を破損し、運転が
出来なくなった場合、サービスの対象となるの
でしょうか？

本サービスの適用は事故・故障による車両の自力走行不能が条件となります。具体的には、
以下のような場合を指します。

・事故・故障で車が走行不能な場合
・走行可能だが道路交通法上運転してはいけない状態

（雨の日にワイパーが破損した、夜間にライトが切れた等）
車両がトラブルにより自力走行不能となった場合にのみサービス対象となります。
したがって、左記のように車両自体が自力走行可能な状態の場合はサービスは適用となりま
せん。

交通の便が悪い所でも対応は可能でしょう
か？

日本全国どこでも対応可能です（一部離島は除きます）
・ 通常は30～40分程度で現場へ到着します。
・ 道路状況等により時間を要する場合があります。

会員証がない場合、サービスは受けられない
のでしょうか？
・紛失してしまった ・置き忘れた

サービスは受けられます。
・ お名前、住所、電話番号等により確認できます。
・ 紛失、破損、汚損の場合は、再発行も可能です。

所有する車両が変更になった場合は、サービ
スも自動的に対象になるのでしょうか？

本サービスは、貴店にて登録した車両を対象としています。
左記の場合でかつ、サービス期間内であった場合には、会員より貴店へ車両変更の届出をす
る事でサービス期間内は無料サービスの対象となります。

会員本人の都合で、「ＪＵ 安心ダイヤル」の解
約の申し出があった時はどうすれば良いでしょ
うか？

サービスの有効期間は、ご加入日から1年です。
途中解約の申し出があったら、貴店にて
・ 会員証を回収 ・ Ｗｅｂシステムにて会員登録情報を削除
解約返礼金については、貴店にて対応してください。
回収済みの会員証は、貴店にて破棄してください。

会員本人のご自宅を訪問した時の契約など、
会員証が届くまでの間は、会員の識別はいか
にされるのでしょうか？

「ＪＵ 安心ダイヤル」では、店頭で即時に会員証を発行しお渡しします。
しかし、店頭以外でお申し込みのときは、会員証が会員ご本人様に届くまで時間を要する場合
があります。その際はサービスの利用にあたって、ＪＵ安心ダイヤルの会員であることを識別す
る必要があります。デスクのコミュニケータにお名前 、住所、電話番号をご申告ください。 販売
店にてデータが登録されていれば会員証を手にされる前でもサービスは受けられます。
また、データがデスクへ未着の場合でも、専用フリーダイヤルは「会員のみ」が知っている電話
番号とし、サービスの提供を優先させます。後日、照合し会員登録の有無を確認します。有料
部分が発生した場合は、精算作業に移ります。
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Ｑ 質問 Ａ 回答

高速道路上のサービスも出動するのですか 高速道路路線上での修理や牽引作業は大きな危険がともないます。
貴店皆様の安全を考慮し、原則として出動依頼致しません。
専門のレッカー会社等に出動手配を致します。

ＪＵ安心ダイヤルでは無いJAFや他の出動業
者を会員が自ら手配した場合、その費用は事
後請求できるのでしょうか？

お支払いの対象とはなりません。
あくまでも「ＪＵ安心ダイヤル」のサービスデスクへ事前に連絡があり、デスクにて業者を手配し
た場合においてのみサービス対象となります。

加入者がＪＡＦ会員でもある場合、利用にあ
たって、安心ダイヤル社側ではどのように対応
するのでしょうか？

「ＪＵ 安心ダイヤル」専用電話に利用依頼がある以上、本サービスを優先します。従って、「ＪＡ
Ｆ会員はＪＡＦを優先」にはなりません。
同様、会員本人の個人データ守秘義務からJAFだけでなく、他の同様組織との交換、開示もい
たしません。
※会員から弊社に手配の依頼をいただくも何らかの事由により弊社にて出動業者を手配出来
ない場合、その代替策としてその会員がＪＡＦ会員であればご自身でJAFを手配して頂き、無料
レッカー牽引距離の差額（３５㌔分を上限）を後日弊社宛に請求いただき事後精算して頂くこと
になります。

レッカーの出動範囲、故障時の出動範囲はど
こまでですか？

事故・故障で自力走行不能となり、会員本人からサービスデスクへ電話が入ると、サービス
デスクから、状況に応じて貴店あるいはトラブル現場の最寄りのグランアシスタンス提携業者
へ出動要請を行ないます。
出動範囲はレッカー、故障時緊急修理共に、原則として日本全国対応いたします。（一部離島
は対応不可の場合がございます）

事故で警察指定レッカー業者を手配されてし
まった場合等に、その出動費用は請求出来る
のでしょうか？

費用の請求は出来ません。
本サービスは会員本人または会員より出動要請を受けた貴店従業員から専用フリーダイヤル
へ手配依頼があり、尚且つ、弊社にて出動業者を手配した場合にのみ、サービス対象となりま
す。
左記の場合では、警察指定レッカー業者が搬送した車両を改めて会員指定の搬送先へレッカ
ー搬送する場合には無料サービスの対象となりますが、警察指定レッカー業者の搬送費用は
会員自己負担となります。

県外の場合 県外など、トラブル場所が貴店若しくは貴店拠点先から、直線距離で30㌔超での事故・故障
発生の場合は、グランアシスタンス社サービスネットにて対応します。

カギを紛失し、レッカー牽引となった場合では
どの様な扱いになるのでしょうか？

カギ紛失は、ロードアシスタンスサービスの提供前提条件である、「事故・又は故障により自力
走行不能」に該当しない為、無料サービスの対象とはなりません。
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Ｑ 質問 Ａ 回答

歩道等に乗り上げてしまった場合サービスの
対象になるのでしょうか？

出動基本料金、基本料金加算（高速道路、悪天候での作業、ドーリー作業等の加算）、現場ま
での出張料金、現場における30分程度の作業料金、乗り上げ引き降ろし作業料金が無料とな
ります。

道路から下方へ車輪を2本踏み外してしまった
場合、サービスの対象になるのでしょうか？

落輪対応サービスでは、全ての車輪が落輪していない限り、無料サービスの対象となります。
その場合には、出動基本料金、基本料金加算（高速道路、悪天候での作業、ドーリー作業等
の加算）、現場までの出張料金、現場における30分程度の作業料金、引き上げ作業料金を無
料とします。

宿泊施設を会員本人が探した場合の宿泊費
用はどうなるのでしょうか？

事前にサービスデスクに連絡を頂いている場合はお支払いします。
但し、車検証記載の定員分まで1泊のみ1名につき15,000円（税込み）を限度としてお支払いし
ます。

宿泊費用とはどこまでの範囲をいうのでしょう
か？

1泊の素泊まり料金のみを指します。
飲食費、マッサージ代、電話代、入湯税等は含まれません。

宿泊施設を以前から予約してあった場合でも
サービスの対象となるのでしょうか？

対象となりません。
今回の宿泊費用サービスは臨時に宿泊せざるを得ない場合において発生するものです。した
がって、左記の場合はサービスの対象とはなりません。

案内した帰宅ルートを勝手に変更して帰宅した
場合または、最短ルートを通らず帰宅した場合、
帰宅費用はどうなるのでしょうか？

原則、サービスデスクが案内したもしくは最短の帰宅ルートでお支払いします。
左記の場合は妥当性を判断した上で認定額を設定します。

タクシーと電車を乗り継いで帰った場合の費用
はどのようになるのでしょうか？

1名につき20,000円（税込み）を限度として実費をお支払いします。
但し、複数の同乗者がタクシーに相乗りする場合は掛かったタクシー代金を同乗人数で按分し
その後の電車代金との合計金額を１名につき20,000円（税込み）限度にお支払いします。

グリーン車や飛行機のスーパーシートを使って
帰宅した場合はどうなるのでしょうか？

グリーン車代、スーパーシート代は会員本人負担となります。
指定席料金、特急料金は無料対象となります。

宿泊費用と重複して請求は出来るのでしょう
か？

出来ます。
宿泊費用は当日の1泊分を、帰宅費用は当日または翌日の帰宅費用を提供いたします。例
えば、事故当日の宿泊費用と翌日の帰宅費用は重複して請求することが可能です。
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Ｑ 質問 Ａ 回答

目的地に行く途中で（自宅から100キロ以上の
地点）で事故・故障にあった場合、帰宅費用の
代わりに目的地までの費用を支払えるのでしょ
うか？

お支払いできません。
帰宅費用が支払いの対象ですので、質問の場合は対象外となります。
ご旅行やご出張等の行程の継続費用は自己負担となります。
ただし、目的地からトラブル日の翌日に帰宅する場合では、トラブル場所からの帰宅費用を１
名につき20,000円(税込み）限度にお支払いします。

旅行滞在先（自宅から100キロ以上の地点）で
事故・故障にあった場合、滞在先のホテルまで
の費用を支払っていただけるのでしょうか？

お支払い対象となります。その場合は帰宅費用からの充当となります。
ただし、その滞在先からトラブル当日及び翌日までに帰宅する事が前提となりますので、滞在
期間が2日後となる様な場合ではお支払いできません。

修理前に搬送し、車が届いてから修理すること
は認められるのでしょうか？

認められません。
修理後の搬送が無料サービスの対象となります。

修理後、搬送を希望せず会員本人が自ら取り
にいった場合の交通費はサービスとして請求
できるのでしょうか？

片道の交通費を50,000円（税込み）限度にお支払いいたします。帰宅時のガソリン代や有料道
路料金等は対象外です。

修理完了後でその修理代金を精算し終わった
後で修理後搬送サービスを利用する場合、自
宅又は会員の指定する搬送先までに実際に
搬送される日にちはどれくらい掛かりますか？

修理完了後のお車は、弊社提携陸送業者にて搬送する為、会員から搬送希望のご連絡を頂
いてから1週間程度での搬送となります。
搬送までの日数は、陸送業者の返答を聞いた後で、弊社サービスデスクより会員へ連絡をし、
相談させて頂きます。

近畿の人が新潟に居て修理が2～3日で済む
場合に宿泊して待つとしたら、その時の費用は
支払いされるのでしょうか？

支払い対象となりません。

宿泊費用・帰宅費用との重複請求は可能で
しょうか？

可能です。
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問合せ先一覧

問合せ内容 電話番号 担当者 対応時間

参加申込書類送付依頼
参加申込書類送付先問合せ
会員証・チラシ発注

所属商工組合 事務局担当者 平日：9時～17時

Ｗｅｂ会員情報入力システム
（入力方法等について） 0467-46-2419 富士ソフト企画（矢嶋） 平日：10時～17時

自社出動連絡、手配依頼
0120-481-640 JU安心ダイヤル 24時間365日

作業報告書兼請求書全般
04-2921-6549

MS&ADグランアシスタンス
費用精算部 平日：9時～17時

インストール方法
その他JU安心ダイヤル全般 04-2921-6528

MS&ADグランアシスタンス
マーケット開発部 平日：9時～17時


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51



