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お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス

ログインID

半角英大文字、半角英小文字、数字、記号のうち、
3種類以上を組み合わせた8～20文字

パスワード

1 2

ログインする メニューを選んで、手続きする
以下のいずれかの方法で、
ログインしていただけます。

https://www.e-design.net/

＆eサイトのTOPページ上部のメニューから
ログイン画面にアクセスする。

右記コードを読み込んで、
ログイン画面にアクセスする。

●契約内容の確認
●お車の変更
●補償内容の変更
●保険証券のダウンロード※1

●契約証明書・変更承認書の
ダウンロード
など

※1 &eでは、紙の保険証券を発行しない
ため、郵送は承っていません。

●住所・電話番号の変更
●改姓の手続き※2

●メールアドレスの変更
●メール受信設定の変更

など

※2 契約者の変更はWebサイトではお
手続きいただけません。チャットでご連
絡ください。

※3 一括払の場合。12回払の場合は1回
あたり167円割引となります。

2台目以降のお車のお見積も
り・お申し込みを、スムーズに
していただけます。

マイページからご家族・ご友人に
送った専用URL経由で、ご家族・
ご友人が新規にお申し込みされ
ると、「紹介割引」として、ご家族・
ご友人に初年度の保険料2,000
円割引※3が適用されます。さら
に、ご紹介者さま（ご契約者さま）
には、お礼として選べるデジタル
ギフトをプレゼントします。

マイページのつかいかた

＆eのつかいかた

□□□□

00：00 5G

マイページ

契約内容の確認・変更
お客さま情報の

確認・変更
新たなお見積もり ご家族・ご友人の紹介
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マイページ

https://www.e-design.net/app/#/user/contractor-login?cid=com_leaflet_sensor_a_a_a_2204
https://www.e-design.net/app/#/common/web-top-page?cid=com_leaflet_mypage_a_a_a_2303


突然の事故や故障で、

慌てたり不安になったり…

そんなときに備えて、

&eでは事前登録サービスなどを

ご用意しています。

お車についての
登録ページ

お客さまについての
登録ページ

あんしんトレーニング
ページ

お客さまについての登録

事前アンケートの登録内容から推定したお客さまの

コミュニケーションスタイルや事故の内容をもとに、

お客さまにぴったりの担当者を選任します。

お客さまと担当者のコミュニケーションがスムーズに進むことで、

事故で不安な状況においても、安心してお任せいただけます。

万一の事故のときも、

「私のタントウシャ」に

任せて安心！

お車についての登録

お車やご自宅の駐車場の情報をあらかじめ登録しておくと、

急なトラブルが起こってもスムーズにロードサービスを呼べるから、

もっと安心です。

急なトラブルでも、

スムーズにロードサービスが

呼べて安心！
あんしんトレーニング

事故のとき、落ち着いて行動できるか不安…

そんな方には、事故連絡の流れを60秒で体験していただける

あんしんトレーニングがおすすめ。

何度でもお試しいただけます。

もしもの時にそなえて・・・

事故連絡の予行演習

＆eのつかいかた

事故・トラブルにそなえて
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衝撃を検知しました
事故の場合

タップしてください

衝撃を検知しました
事故ですか？

はい いいえ

24時間365日、ご連絡を受け付けています。

流れがわかる！
あんしんトレーニング

事故・故障連絡

センサーが事故の衝撃を検知すると、Push通知が発信されます。

Push通知をタップして、画面にそってお進みください。

アプリや＆eサイトのTOPページメニュー内、マイページの[事故・

故障連絡 ]または [ 事故・トラブル ]からお進みください。右記コー

ドからもアクセスしていただけます。（ログインが必要です）

▶Push通知からのご連絡

▶アプリやWebサイトからのご連絡

事故のとき 故障などのトラブルのとき

左記事故のときと同じ方法でロードサービスを呼ぶことができます。
▶アプリやWebサイトからのご連絡

▶お電話でのご連絡
ロードサービス

03-6631-2494（有料）IP電話などでご利用できない場合

0120-655-227

▶お電話でのご連絡
事故受付センター

03-5977-7208（有料）IP電話などでご利用できない場合

0120-097-050

＆eのつかいかた

事故・トラブルにあったら

ご契約者カード

事故受付センター
03-5977-7208（有料）IP電話などでご利用できない場合

0120-097-050

ロードサービス
03-6631-2494（有料）IP電話などでご利用できない場合

0120-655-227

事故のご連絡

故障などのトラブルのご連絡

緊急医療相談、医療機関のご案内

メディカルコールサービス
03-6747-0055（有料）IP電話などでご利用できない場合

0120-073-０９７

事故・故障連絡▶

※証券番号またはお車の登録番号をご用意ください

事故・故障連絡
または

事故・トラブル
アプリ ＆eサイトTOPページ マイページ

□□□□
□□□□□□□□□□□□

00：00 5G00：00 5G

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

00：00 5G
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https://www.e-design.net/service/reliable-training/simulation001.html?cid=com_leaflet_sensor_a_a_a_2204
https://www.e-design.net/service/emergency/?cid=com_leaflet_sensor_a_a_a_2204
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https://www.e-design.net/app/#/details-repair-compensation/accident-trouble-response-service-top?cid=com_leaflet_accident-trouble-response-service-top_a_a_a_2303


＆eのつかいかた

アプリ・センサーの設定

アプリを
ダウンロード

平坦な場所に
駐車

センサーの確認
センサーの
取り付け

ペアリング
確認できたら

スタート

1 2 3 4 5 6

スマホに専用アプリをダウ
ンロードし、アプリにログイン
します。

※&eアプリは無料です。通信費
は別途必要になります。

センサーの設定はお車の
なかで行います。スマホと
センサー、取扱説明書を
用意して平坦な場所にお車
を駐車します。

※勾配のある場所で設定を
行った場合、お車の挙動を正
しく計測できない場合があり
ます。

&eアプリ[設定]メニュー
の[センサーの初期設定]
から初期設定にお進みくだ
さい。複数のお車をご契約
いただいている場合には、
接続するセンサーのIDが
お手元のセンサーと同じも
のかご確認ください。

ダッシュボード中央付近に
水平になるように取り付け
ます。

※シールの強度が強いため、
取扱説明書でセンサーの取り
付け位置をご確認のうえ、慎重
に取り付けてください。

アプリのホーム画面の、車
名の下が「Trip計測可能」
となっていれば正しく設定
されています。お車を走ら
せると、計測がスタートし
ます。

スマホの位置情報(GPS)
を［常に許可］にし、&eア
プリの画面指示にしたがっ
て[設定する]をタップ。
センサーを認証したら、ペ
アリングは完了です。
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https://play.google.com/store/apps/details?id=net.edesign.ande
https://apps.apple.com/jp/app/id1554800151


安全な社会をつくる取り組み、&eの開発秘話などを配信中！

https://www.e-design.net /chat /

9：00～18：00（年末年始を除く）

チャットでお気軽に
ご質問いただけます

受付時間

＆eのつかいかた

よくあるご質問

14 15

1

2

3

などに関するご質問は、右記コードからご覧ください。▶

センサーについて

アプリの使い方について

その他、よくあるご質問

ペアリング センサーの設置位置

バッテリー切れ センサー交換

などに関するご質問は、右記コードからご覧ください。▶

ハートやTripレポート 運転テーマ

&eアプリへの招待 フレンド登録やチャレンジ

など、　　以外のご質問は、QRコードからご覧ください。▶

契約内容変更（車入等） 補償内容

事故対応 サービス

https://mobile.twitter.com/edesign_ande
https://www.facebook.com/edesign.ande
https://www.youtube.com/channel/UCzhC1bUQIPWgfUbSuxUno-Q
https://www.e-design.net/link/leaflet/?cid=com_leaflet_sensor_a_a_a_2204#sensor
https://www.e-design.net/link/leaflet/?cid=com_leaflet_sensor_a_a_a_2204#app
https://www.e-design.net/link/leaflet/?cid=com_leaflet_sensor_a_a_a_2204#faq
https://www.e-design.net/chat/?cid=com_leaflet_sensor_a_a_a_2204
https://www.e-design.net/link/leaflet/?cid=com_leaflet_sensor_a_a_a_2303#sensor
https://www.e-design.net/link/leaflet/?cid=com_leaflet_app_a_a_a_2303#app
https://www.e-design.net/link/leaflet/?cid=com_leaflet_faq_a_a_a_2303#faq
https://www.e-design.net/chat/?cid=com_leaflet_chat_a_a_a_2303


How to Enjoy &e?
＆eの楽しみかた
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車に設置したセンサーとアプリで
日々の安全運転をサポート

アクセル・ブレーキ・ハンドル操作に
気をつけて運転しよう

運転を終えると「Tripレポート」が確認できる。
自分では気づかなかったクセがわかるかも！？

安全運転でためたハートは、
コーヒーなどの商品と交換

運転中少し疲れたら「ドライバーズ体操」。
疲労回復や気分転換に効果バツグン！

２週間に1回送られてくる運転テーマに取り組もう。
振り返ることでハートがもらえる！

「Tripレポート」では、直前の運転をスコア化してお知らせ。過去
のレポートが保存されているので、危険挙動や、その場所を地図
上で確認でき、自分の運転傾向や変化の振り返りができます。

スマホに専用アプリをダウンロードし、お車に取り付けたセンサー
とアプリをペアリング。お車を走らせるとセンサーが車両の動き
を計測し、アプリで運転をスコア化します。

急加速・急ブレーキ・急ハンドルなどの危険挙動をセンサーが自動
で検知し、運転スコアを算出。日々の安全運転を心がけましょう。

過去の事故データをもとに生み出した安全運転のヒント「運転
テーマ」を定期的にアプリに配信。「運転テーマ」を意識した運転
ができたら、ハートをお届けします。

「運転テーマ」に取り組むことでたまったハートは、アプリ上でプレゼ
ントと交換可能。店頭で二次元バーコードを提示、または店頭端末
でチケットを発券し、コーヒーなどの商品をお楽しみいただけます。

運転の合間にカンタンにできる体操をアニメーションでご紹介。
1分程度の運動で、首や肩のコリ、目や腰の疲れをリフレッシュ。
長距離・長時間ドライブには、特におすすめです。

&eの楽しみかた 

日々の運転が、
もっと楽しくもっと安全に
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同じ車を運転する家族を招待して、
大切な人といっしょに安全運転の輪を広げよう。

家族や友人とつながって、
ランキングを競いながら安全運転を楽しもう。

「3日間運転スコアチャレンジ」など、
さまざまなミッションにチャレンジしてバッジを集めよう。

言わば「チャレンジ」の団体戦。
フレンドとの協働ミッションでさらに楽しく安全運転。

「30日間フレンドといっしょに運転スコアチャレンジ」など、「チャレンジ」にはフレンド機能で
つながっている家族や友人と協力して挑戦するミッションもご用意しています。見事チャレンジ
に成功すれば、もちろんバッジをプレゼント。みんなで安全運転を楽しみましょう。

&eアプリを利用している方であれば「フレンド機能」でつながることができます。フレンドになる
とスコアを共有でき、遠隔地の家族や、友人ともランキングを競い合うことが可能。みんなで
楽しく安全運転の意識を高めることができます。

契約者のアプリから、同じ車を運転するドライバーを招待することで、招待された人も同様に
アプリを利用可能に。家族みんなで安全運転に取り組めるだけでなく、事故の衝撃検知や
１タップ事故連絡も利用できるので、万一の際の安心も広がります。

アプリにはさまざまなミッションを課した「チャレンジ」をご用意。お好きな「チャレンジ」を
選んで挑戦していただけます。家族や友人とスコアなどを競うことができ、結果に応じてバッジ
を獲得。誰でもゲーム感覚で楽しみながら安全運転に取り組めます。

&eの楽しみかた 
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●受付時間 : 9:00～18：00（年末年始を除く）

https://www.e-design.net/chat/

チャットでのお問い合わせ

https://www.e-design.net/chat/?cid=com_leaflet_sensor_a_a_a_2204
https://www.e-design.net/chat/?cid=com_leaflet_chat_a_a_a_2303



