
 

 

 

 

2010 年12 月29 日 

 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（社長：鈴木 久仁）は環境保護活動の一環として、ペーパー

レス化につながるWeb約款を導入し、紙資源の節約を推進しております。Web約款の選択件数は新会社

スタート時の 10 月より累計で 60 万件（＊Web 約款選択率：31％）を突破しており、多くのお客さまにご利

用いただいております。今般、この Web 約款の主旨に賛同し、ご選択いただいたお客さまの件数に応じ

て、国内外で森林保全活動を行っている「more trees」および地域に密着した環境保護活動を行っている

NPO 団体に、弊社より寄付する活動を開始いたします。この寄付活動により、お客さまに Web 約款20件

をご選択いただくと、例えば「more trees」に対しては１㎡の森づくりをサポートすることができます。 

弊社では、地域社会とのつながりを大切にする「地域密着」を行動指針として掲げており、全都道府県

に所在する地域 NPO 団体への寄付を行うことで地域社会における環境保護活動の一助となることを期

待しております。 

（＊Web 約款選択率：Web 約款対象契約に対する Web 約款選択件数の割合のこと） 

 

１．寄付先の概要 

(1) 「more trees」 

国内外で森林整備、植林、森林保全活動を行っている一般社団法人

「more trees」へ寄付を行います。「more trees」はフィリピンにおける森

林再生活動に取り組んでおり、今回の寄付金もフィリピンで行われる植

林活動に活用されます。 

「more trees」の活動の詳細については http://www.more-trees.org を

ご覧ください。 

 
(2) 地域 NPO 団体 

里山の保全や河川の清掃等の地域に根差した環境保護活動を行っている NPO 団体へ寄付を行い

ます。 

寄付先は Web 約款をご利用いただいたご契約を取り扱う営業課支社の所在する地域の NPO 団体

で、全都道府県で約 130 団体となります。 

 

２．ホームページでの展開について 

弊社のホームページ上に寄付活動についての専用ページを１月より開設します。専用ページでは

「more trees」の植林活動レポートや地域 NPO 団体の活動内容等を掲載します。また、寄付活動の

進捗状況について視覚的に分かりやすくお伝えするコンテンツも順次開設する予定です。 

 

３．Web 約款の概要 

弊社では本年10 月始期契約より、Web の利点を活かした Web 約款を提供しています。 

Web 約款はお客さまのパソコンでいつでも閲覧することができ、Web ならではのさまざまな機能を有

しています。 

 

Web 約款のご利用件数に応じて 
環境保護団体への寄付を開始！ 

 



 

＜Web 約款の便利な機能＞ 

文字の拡大・縮小機能 
お客さまからの要望である約款文字サイズのアップについて、文

字の拡大機能により対応しました。 

４分割表示機能 約款見開きを４つに分割して表示する機能 

ページめくり機能 ワンクリックで巻頭ページ、最終ページにジャンプできる機能 

付箋
せん

機能 

Web 約款上に付箋
せん

をつけられる機能（付箋の色一覧から好きな色

の付箋
せん

を選択して文字の記入が可能） 

つけた付箋
せん

はパソコン内に保存され、同一のパソコンであれば一

旦閉じた後もみることが可能 

ペン機能 

Web 約款上に線を記入することができる機能 

つけた線はパソコン内に保存され、同一のパソコンであれば一旦

閉じた後もみることが可能 

 

また、自動車保険のご契約についてはお客さまの契約内容にあわせた補償や特約が Web 画面上に

一覧で表示される「補償マップ」機能をご提供しています。「補償マップ」に表示されている補償や特約

をクリックすると該当する約款のページへジャンプすることができ、スムーズに約款をご確認いただくこ

とが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、Web 約款の対象商品は以下の自動車保険および火災保険となります（明細付契約や保険証券

をお客さまに直送しない契約など、一部ご選択いただけないご契約もございます）。 

＜自動車保険＞ 

・ 「タフ・クルマの保険（個人総合自動車保険）」 

・ 「タフシンプル・クルマの保険（家庭用総合自動車保険）」 

・ 「タフビズ事業用自動車総合保険（事業用総合自動車保険）」 

・ 「PAYD（実走行距離連動型自動車保険）」 

＜火災保険＞ 

・ 保険期間が 5 年以下の「タフ・住まいの保険（家庭総合保険）」 

 

以上 

クリック

該当のページへ

<デジタルブック>
<補償マップ>

クリック

該当のページへ

<デジタルブック>
<補償マップ>



別紙 

【国内寄付先団体一覧表】 
 団体名 所在地 

1 環境ＮＧＯ ezorock 北海道札幌市中央区 

2 北海道グリーンファンド 北海道札幌市中央区 

3 青森県環境パートナーシップセンター 青森県青森市 

4 ＥＣＯリパブリック白神 青森県弘前市 

5 グリーンシティ 青森県八戸市 

6 紫波みらい研究所 岩手県紫波郡  

7 いわて森林インストラクター会 岩手県盛岡市  

8 遠野エコネット 岩手県遠野市  

9 ＡＣＴ５３ 仙台 宮城県仙台市宮城野区 

10 名取ハマボウフウの会 宮城県名取市 

11 はちろうプロジェクト 秋田県潟上市 

12 白神ネイチャー協会 秋田県山本郡 

13 環境ネットやまがた 山形県山形市 

14 美しい山形・最上川フォーラム 山形県山形市 

15 美しいやまがた森林活動支援センター 山形県南陽市 

16 環境保全会議あいづ 福島県会津若松市 

17 いわき環境研究室 福島県いわき市 

18 NPO 法人苧麻倶楽部 福島県大沼郡 

19 宍塚自然と歴史の会 茨城県つくば市 

20 森のボランティア茨城 茨城県ひたちなか市 

21 うしく里山の会 茨城県牛久市 

22 トチギ環境未来基地 栃木県芳賀郡 

23 足尾に緑を育てる会 栃木県日光市 

24 とちぎボランティアネットワーク「エコ・ハウスたかねざわ」      栃木県塩谷郡 

25 オオタカ保護基金 栃木県宇都宮市 

26 NPO 法人新田環境みらいの会 群馬県太田市 

27 八本松森林センター 群馬県高崎市 

28 赤城姫を愛する集まり 群馬県前橋市 

29 生活工房 つばさ・游 埼玉県比企郡 

30 むさしの里山研究会 埼玉県大里郡  

31 みれっと 埼玉県さいたま市大宮区 

32 都川の環境を考える会 千葉県千葉市中央区 

33 市原米沢の森を考える会 千葉県市原市 

34 四街道メダカの会 千葉県四街道市 

35 特定非営利活動法人森づくりフォーラム 東京都文京区 

36 JUON NETWORK（樹恩ネットワーク） 東京都杉並区 

37 アクト川崎 神奈川県川崎市中原区 

38 神奈川県環境学習リーダー会 神奈川県横浜市中区 

39 丹沢ブナ党 神奈川県横浜市港北区 

40 くびき里やま学校 新潟県上越市 

41 ユー＆ミーの会 新潟県新発田市 

42 トキどき応援団 新潟県佐渡市 

43 富山の名水を守る会 富山県射水市 

44 Bamboo saves the earth 富山県富山市 

45 富山県ナチュラリスト協会 富山県富山市 



 団体名 所在地 

46 金沢エコライフくらぶ 石川県金沢市 

47 川への祈り実行委員会 石川県七尾市 

48 ＮＰＯ法人中池見ねっと 福井県敦賀市 

49 里豊夢わかさ 福井県三方上中郡 

50 NPO 法人八ヶ岳南麓景観を考える会 山梨県北杜市 

51 乙女高原ファンクラブ 山梨県東山梨郡 

52 おおつきエコビレッジ 山梨県大月市 

53 蓼科・八ヶ岳国際自然学校 長野県茅野市 

54 信州そまびとクラブ 長野県佐久市 

55 特定非営利活動法人やまぼうし自然学校 長野県上田市 

56 長良・自然とくらし楽校 岐阜県岐阜市 

57 MY 岐阜県多治見市 

58 仕事工房ポポロ 岐阜県岐阜市 

59 サンクチュアリ エヌピーオー 静岡県浜松市中区 

60 エコエデュ（しずおか環境教育研究会） 静岡県静岡市駿河区 

61 なごや東山の森づくりの会 愛知県名古屋市千種区 

62 環境改善技術推進機構 愛知県名古屋市中村区 

63 東海自然学園 愛知県名古屋市中村区 

64 田園社会プロジェクト 愛知県名古屋市千種区 

65 大杉谷自然学校 三重県多気郡 

66 ＮＰＯ三重の里山を考える会 三重県津市 

67 やまんばの会 滋賀県米原市 

68 山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会 滋賀県長浜市 

69 芹川 滋賀県彦根市 

70 気候ネットワーク 京都府京都市中京区 

71 きょうとグリーンファンド 京都府京都市下京区 

72 環境情報ステーションｐｉｃｏ 大阪府大阪市淀川区 

73 シニア自然大学校 大阪府大阪市福島区 

74 森林ボランティア竹取物語の会 大阪府枚方市 

75 すま・はまの会 兵庫県神戸市東灘区 

76 アマモ種子バンク 兵庫県西宮市 

77 武庫川の治水を考える連絡協議会 兵庫県伊丹市 

78 グリーンランドプロジェクト実行委員会 兵庫県神戸市東灘区 

79 山野草の里づくりの会 奈良県桜井市 

80 景観ボランティア明日香 奈良県高市郡 

81 日本自然環境学習センター 和歌山県和歌山市 

82 自然回復を試みる会ビオトープ孟子 和歌山県海南市 

83 氷ノ山ネイチャークラブ 鳥取県八頭郡 

84 八東川清流クラブ 鳥取県八頭郡 

85 アンダンテ２１ 島根県益田市 

86 もりふれ倶楽部 島根県松江市 

87 緑と水の連絡会議 島根県大田市 

88 おかやまエネルギーの未来を考える会 岡山県岡山市北区 

89 ふれあいの里・高梁 岡山県高梁市 

90 グリーンパートナーおかやま 岡山県岡山市南区 

91 もりメイト倶楽部Hiroshima 広島県広島市中区 

92 森のバイオマス研究会 広島県庄原市 

93 グリーンラインを愛する会 広島県福山市 



 団体名 所在地 

94 ふるさと里山救援隊 山口県大島郡 

95 マロニエの森の会 山口県山口市 

96 土佐の森・救援隊 高知県高岡郡 

97 四国自然史科学研究センター 高知県須崎市 

98 シクロツーリズム しまなみ 愛媛県今治市 

99 能島の里を発展させる会 愛媛県今治市 

100 KRAST(桑野川アドプトサポートチーム） 徳島県阿南市 

101 未来の子どもを守るかい(ごみ減らし隊） 
（CO2CO2（コツコツ）減らし隊） 

徳島県鳴門市 

102 NPO グリーンコンシューマー高松 香川県高松市 

103 こにふぁくらぶ 香川県高松市 

104 和白干潟を守る会 福岡県福岡市東区 

105 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本 福岡県福岡市中央区 

106 山村塾 福岡県八女郡 

107 唐津環境防災推進機構ＫＡＮＮＥ 佐賀県唐津市 

108 循環型たてもの研究塾 佐賀県武雄市 

109 伊万里湾小型船安全協会 佐賀県伊万里市 

110 対馬の底力 長崎県対馬市 

111 させぼエコプラザ 長崎県佐世保市 

112 環境カウンセリング協会長崎 長崎県長崎市 

113 天明水の会 熊本県熊本市 

114 きらり水源村 熊本県菊池市 

115 丸山ハイランド 熊本県上益城郡 

116 水俣市久木野地域振興会（愛林館） 熊本県水俣市 

117 水辺に遊ぶ会 大分県中津市 

118 ムラづくり NPO 風の原っぱ 大分県由布市 

119 碧い海の会 大分県大分市 

120 みやざきエコの会 宮崎県宮崎市 

121 宮崎グリーンヘルパーの会 宮崎県宮崎市 

122 太陽光・風力発電トラスト 宮崎県東諸県郡 

123 くすの木自然館 鹿児島県姶良市 

124 霧島サンバイオ 鹿児島県霧島市 

125 プロジェクト南からの潮流 鹿児島県南さつま市 

126 佐敷干潟と遊び学ぶしあわせまねきの会 沖縄県南城市 

127 ヨナグニウマふれあい広場 沖縄県南城市 

128 ecomo.i（エコモドットアイ） 沖縄県那覇市 

 


