令和 3 年９月
組合員の皆さまへ
神奈川つくい農業協同組合

「ＪＡ安心倶楽部(団体傷害保険制度)」のご案内
＜標準傷害保険＞
拝啓 時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。平素はＪＡの事業につきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当組合では、組合員の皆さまのケガによる死亡や重度の後遺障害、入院・通院、他人への賠償責任(示談交渉サービス付き)、携行品の損害など、日常生活の偶然
な事故を幅広く補償する保険制度として、「ＪＡ安心倶楽部」をご用意しております。これは全国共済農業協同組合連合会(ＪＡ共済連)を保険契約者とし、ＪＡ組合員の
皆さまを加入者(被保険者)とするＪＡ団体傷害保険制度です。加入のとりまとめなどの事務手続きは事務取扱者である神奈川つくい農業協同組合が行います。
また、補償プランは「基本プラン」と、熱中症・ノロウイルスなどの食中毒・O-157 などの特定感染症・新型コロナウイルス感染症の治療も対象とする、より補償の
広い「充実プラン」の２つのプランをご用意しております。是非、この機会にご加入くださいますようお願い申し上げます。
敬具

約３9 万人がご加入いただく「ＪＡ安心倶楽部」の保険金支払事例より・・
(令和２年 3 月末現在)
・畑で転倒し、腰を骨折して入院した。
・庭木の手入れ中、脚立から転落し、肩を脱臼した。
・自宅の敷居につまずき、足を捻挫した。
・グラウンドゴルフ中、芝の継ぎ目に足をとられ転倒し、膝を打撲した。
・自転車に搭乗中、交通事故に巻き込まれ死亡した。・・・お役に立っています。

「ＪＡ安心倶楽部」は、全国共済農業協同組合連合会(ＪＡ共済連)を保険契約者とし、ＪＡ組合員の皆さまを加入者
(被保険者)とするＪＡ団体傷害保険制度です。
本制度は、補償開始日時点で被保険者ご本人の年齢が満80歳未満の方にご加入いただけます。また、補償終了日時
点で被保険者ご本人の年齢が満89歳まで、脱退のお申し出がない限り自動的に継続されます。

制度概要は下記まで

ご不明な点は、下記の取扱

ご照会ください

代理店・引受保険会社まで
お問い合わせください

【ご加入方法】
◇ 「ＪＡ団体傷害保険制度＜ＪＡ安心倶楽部＞加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、事務取扱者である神奈川つ
くい農業協同組合にご提出ください。
◇ お申込みの期限は、令和３年１０月２９日までです。
【保険期間・保険料】
◇ 保険期間は、令和３年１２月１日から１年間です。なお、令和４年１２月１日以降につきましては、特段のお申し
出がない限り、保険期間を１年間として毎年自動継続いたします。
◇ 保険料は下表のとおりです。(括弧内は、ホールインワン・アルバトロス費用補償付きの保険料です。)
補償プラン
基本プラン
充実プラン

保 険 料
年間 15,800 円 (年間 17,910 円)
年間 21,000 円 (年間 23,110 円)

〔取扱代理店〕
神奈川つくい農業協同組合
神奈川県相模原市緑区
中野５５０

〔事務取扱者〕

神奈川県相模原市緑区
中野５５０

☎042-784-9913

◇ 保険料は、毎年1回、１１月１５日(休日の場合は翌営業日)に貯金口座から引落しいたします。
【補償内容等】
◇ 補償内容等は、同封の「ＪＡ安心倶楽部パンフレット(PE113000)」をご覧ください。
◇ ご加入後、１２月中旬に加入者証をお届けしますので大切に保管してください。

☎042-784-9913

神奈川つくい農業協同組合

〔引受保険会社〕
共栄火災海上保険株式会社
京浜支店 相模原支社
神奈川県相模原市中央区相
模原 5-5-3

☎042-718-7244

PE113500(20.06) B20-0485-20210617
※「ＪＡ安心倶楽部パンフレット(PE113000)【2019 年 10 月以降保険始期用】」と併せてご覧ください。

基 充
新型コロナウイルス対応 ○○

安心をひとつの保険にパッケージ

2019年10月以降保険始期用

標準傷害保険
｢JA安心倶楽部｣は、仕事、趣味、
レジャーなど日常生活でケガをされた場合
に、24時間、日本国内外を問わず補償するJA組合員とそのご家族専用の
傷害保険です。ケガだけではなく、日常生活や住宅の所有に関わる賠償責
任や、カメラを落として壊してしまったときなど、持ち物（携行品）の損害も
補償する総合補償型の保険商品です。

ＪＡ安心倶楽部の特長は…

24 時間、日本国内・国外を問わず補償

国内・国外
を問わず

ケガだけではなく、賠償責任や携行品の損害も幅広く補償します。

24
時間

充実プランなら、新型コロナウイルス感染症や
熱中症・食中毒も補償

充実プランにご加入いただくと新型コロナウイルス感染症、熱中症、
ノロウイルス、0-157 などの特定感染症による重度の後遺障害や入院・通院も補償します。

天災によるケガも補償

地震・噴火またはこれらによる津波によってケガを
された場合やお亡くなりになった場合も補償します。

個人賠償責任保険金は示談交渉サービス付き
日本国内においてご家族※が加害者となる賠償事故の場合には、
共栄火災の専任スタッフがご家族に代わって示談交渉を行います。

※ご家族とは、被保険者ご本人、その配偶者、ご本人またはその配偶者の｢同居のご親族｣および｢別居の未婚の
お子さま｣をいいます。

そのほか、日常生活を取り巻くさまざまなリスクを補償
ひき逃げ、通り魔、ストーカーなどにより、ケガをされたり、お亡くなり
になったときの治療費・休業損害・逸失利益や、ケガ・財物の損壊につい
て損害賠償を請求するときの弁護士費用・法律相談費用を補償します。
また、充実プランでは、自然災害により被災されたときの臨時宿泊費、引越
し費用、住宅を賃借する際の礼金・仲介手数料等の費用も補償します。

｢ホールインワン・アルバトロス費用｣をオプションで補償
オプションにご加入いただきますと、日本国内のゴルフ場でホールイン
ワンまたはアルバトロスを達成されたときの贈呈用記念品購入費用、祝
賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用などをお支払いします。

補償内容、保険金額、保険料は裏面をご覧ください

幅広い補償でアクティブなあなたの日常生活をサポートします！
保険金の種類

保

保険金をお支払いする場合

基本プラン

偶然な事故（天災を含みます）
により、
ケガをされたり、
お亡くなりになったとき

ケ ガ︵傷 害︶

傷害死亡保険金
傷害後遺障害保険金

（第1級〜第3級限定）

傷害部位・症状別保険金

険

金

額

充実プラン

被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の
日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に保険金を
お支払いします。

120万円

240万円

被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の
日からその日を含めて180日以内に重度の後遺障害が生じた場
合に保険金※をお支払いします。
※後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の78%〜
100%をお支払いします。

60万円

120万円

被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の
日からその日を含めて180日以内に医師の治療を受けた場合に
保険金※をお支払いします。
※ケガをされた部位・症状に応じた所定の支払倍率（1〜120
倍）
を乗じた額をお支払いします。

3,000円

3,600円

1億円

2億円

20万円

20万円

2,000万円

2,000万円

300万円

300万円

10万円

10万円

熱中症・食中毒・
特定感染症補償付

熱中症・食中毒・
特定感染症補償付

「ごめんなさい」
ではすまないとき

被保険者が次の偶然な事故により、他人にケガをさせたこと、他
人の物を壊したこと、または電車等の運行不能について法律上
の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保
険金をお支払いします。
●被保険者ご本人の居住の用に供される住宅の所有・使用・管
理に起因する偶然な事故
●被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

個人賠償責任保険金

（示談交渉サービス付）

外出先で持ち物が壊れたり、
盗難にあったとき

携行品損害保険金

被保険者の居住の用に供される住宅外で被保険者が携行する
被保険者所有の身の回り品が偶然な事故により損害を被った場
合に保険金をお支払いします。

（自己負担額 3,000円）

ひき逃げ・通り魔・ストーカーなどにより、ケガをされたり、お亡くなりになったとき

人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為やひき逃
げにより、
被保険者が死傷された場合に保険金をお支払いします。

被害事故補償保険金

損害賠償請求について、弁護士に相談したいことがあるとき
日本国内において発生した偶然な事故（被保険者の居住の用に
供される住宅に発生した事故および被保険者の日常生活で発
生した事故）
によって被保険者が被った次の被害について、被保
険者（死亡した場合はその法定相続人）が法律上の損害賠償を
請求する場合や法律相談を行う場合に、弁護士費用や法律相談
費用を負担することによって損害を被った場合
●被保険者が被った身体のケガ
●被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊およびこれ
らに起因して被保険者が被る経済的損失
（注）自動車または原動機付自転車の所有・使用・管理により発
生した事故を除きます。

弁護士費用保険金

法律相談費用保険金

自然災害で被災生活を余儀なくされたとき

災害生活支援費用保険金

年
ン
ショ
オプ ホールインワン・アルバトロス
費用保険金

100万円

被保険者の居住する建物が被災者生活再建支援法に規定する
自然災害によって全壊または全壊と同等の被害を受けた場合に
保険金をお支払いします。

間

保

険

15,800円 21,000円

料
プラス

オプションで補償します

被保険者が日本国内のゴルフ場でゴルフ競技中にホールイン
ワンまたはアルバトロスを達成された場合に保険金をお支払い
します。

20万円

（年間オプション保険料 2,110円）

■補償開始日時点で被保険者ご本人の年齢が満80歳（※）未満の方にご加入いただけます。
■ご継続は、補償終了日時点で被保険者ご本人の年齢が満89歳（※）
まで、脱退のお申し出がない限り自動的に継続されます。
■ホールインワン・アルバトロス費用保険金を補償する他の保険契約等がある方、
およびゴルフの競技・指導を職業としている方は、
オプション
にご加入いただくことができません。
（※）共栄火災の今後の傷害保険金のお支払状況等によって、加入できる上限年齢の引上げまたは引下げをさせていただく場合があります。
■｢個人賠償責任｣｢携行品損害｣｢被害事故補償｣｢弁護士費用・法律相談費用｣｢災害生活支援費用｣および｢ホールインワン・アルバトロス費用｣の
補償内容と同様の保険契約（異なる保険種類の特約や共済等を含みます。）が他にある場合、補償が重複することがあります。
ご加入に際しては、補償内容の差異や保険金額、ご加入の要否をご確認ください。
■このチラシは概要を説明したものです。補償内容は、ＪＡ安心倶楽部パンフレット（PE113000）とあわせてご覧ください。
なお、ご不明な点につきましては、取扱代理店または共栄火災営業店にお問い合わせください。
ご相談・お問い合わせは…
〔取扱代理店〕

〔引受保険会社〕

神奈川つくい農業協同組合

本店：042-784-1329
中野支店：042-784-1326
串川支店：042-784-3131
青野原支店：042-787-0003
内郷支店：042-685-0211

相模湖支店：042-684-2525
藤野支店：042-687-4511
牧野支店：042-689-2311
川尻支店：042-782-2403
原宿支店：042-782-8501

本 社 ╱〒105-8604 東 京 都 港 区 新 橋 1 - 1 8 - 6
ホームページ https://www.kyoeikasai.co.jp/
PE113200
（ 20.06改）
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