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下記申請書要領をご覧頂き、次ページの申請書（SUPPLEMENTARY FORM FOR ADDITIONAL DRIVER）

全ての質問にお答え下さい。また日付・ご契約者ご署名の上、免許証のコピー両面（Photo Card）を

添えて E-mail または郵送して下さい。 

Tel: 020-7847-8620   E-mail: personal@jeib.co.uk 

Address: 1st Floor, 3 London Wall Buildings, London EC2M 5PD 

追加につきましては、弊社の受付が確認できるまでは有効とはなりませんのでご注意下さい。 

－ 追加運転者申請書記入要領 － 

 
Period of Cover: （追加期間） 

一時的に追加する場合は、2 週間が最長*となります。それ以上の期間をご希望の場合は、一旦次回の満

期まで追加手続きをし、必要がなくなった時点で運転者を削除して頂きます。 

*保険会社によって異なります。 

 

Date Licence Obtained: （運転免許取得日） 

免許取得日については、国際免許発行日ではなく、日本で免許を取得した日付をご記入下さい。 

尚、既に英国に１年以上お住まいの方に関しては、英国免許に書き換えを済ませていることが引受け条

件となります。英国滞在１年以上の方の国際免許での運転は実質無免許運転となり、保険カバーのお引

受けは出来かねますので、ご了承下さい。 

 

Driving Record: 追加運転者に関する運転歴質問事項－日本での事項も含めてお答え下さい。 

 

(i) 今までに自動車保険を保険会社から中途解約されたり、引受拒否されたりしたことがありま

すか。 

(ii) 今までに割増保険料が適用されたり（通常の保険料値上げは除く）、保険カバーを制限され

たり、特別な条件を課されたりしたことがありますか。 

(iii) 過去５年間に交通違反（スピード違反や信号無視など）をしたり、運転に関して行政処分を

受けたり、異議申し立てをして結果待ちの違反などがありましたか。 

(iv) 過去５年間に免許停止になったことがありますか。 

(v) 過去５年間に自動車事故や、自動車保険を使って保険金請求したことがありますか。（当て

逃げされた事故や盗難・盗難未遂の被害、洪水などの自然災害による損害も含みます） 

(vi) 身体障害、精神疾患を患っていたり、糖尿病、てんかん、心臓病など、運転に差し支える病

気はありますか。 

 

上記質問に関して該当する項目がある場合には、その詳細を枠内にご記入下さい。 

 
例）(iii) SP30    05/11/2015  3Points  £100 

        (v)  I hit the third party from behind on 15/08/2014. Cost £2000 

 

1. お客様のお車の種類、追加運転者の年齢、運転歴、事故歴・違反歴によっては、お引受けできない

場合がございますので、ご了承下さい。 

2. 追加運転者の方がご使用できるのは、プライベート使用の場合のみです。お仕事にはご使用できま

せん。 

3. 基本的には英国内での運転が前提となります。大陸でご利用の場合には保険会社に確認の必要がご

ざいますので、その旨ご連絡下さい。 

4. 申請内容に虚偽があった場合には、契約自体が無効になり、保険が適用されませんので、ご注意下

さい。 

mailto:personal@jeib.co.uk


 

 

SUPPLEMENTARY FORM FOR ADDITIONAL DRIVER (Private Use Only) 

  
 

Policy Number: Registration No: 

Policy Holder’s Name: 

 

Name of Additional Driver: 
Marital Status:   

Single/Married/Other  (                    ) 

Relationship to Policyholder:  Date of Birth: 

Occupation:        Business Type: Date license obtained: 

License:      UK  /  International /Other (                                         ) License Type:  Full / Provisional 

Previous driving experience in UK?     YES  /  NO 
Type of  Transmission : 

Manual/Auto 

Period of Cover:      FROM:                            TO:                               

              

 

DRIVING RECORD 

 

To the best of your knowledge and belief has any driver you have specified to drive: 

                

(i) ever had motor insurance cancelled or refused?      YES       NO   

           

(ii) been asked to pay an increased premium (other than normal rating increases) YES       NO 

 or had any special conditions imposed?        

            

(iii) been convicted of any motoring offence (including fixed penalty offences)  YES       NO 

 during the last five years or is any prosecution or police enquiry pending? 

            

(iv) had their licence under suspension in the last five years?    YES       NO   

         

(v) had any motoring accident and/or claim during the last five years?   YES       NO    

(vi) any physical or mental defect or infirmity or suffered from diabetes, fits  YES       NO  

or any heart complaint?    

          

If you have answered ‘YES’ to any of the questions above, please give details: 

 

 

 

I/We declare that the information given below is, to the best of my/our knowledge and belief, correct and complete 

in every detail. 

 

Policyholder's Signature:  ........................................................  Date: ............./............/.200........ 

 

****Please attach a copy of DRIVING LICENSE**** 

 


