
医療特約の追カロ(平成18年11月から)

1日あたり約65円
(AOBタ イプ)で
ビッグな補償と

ワイドな

内容を実現 !

、`. Чゝジ

鉤 尊
も_か l  掛金 ・共済金は、

手術にも

手厚い補償 :

年齢 ・性別 ・職種に

関係rJく―律 !

国内外 ・24時間
フルカバー !

充実した入院 ・

通院補償 !

福祉共済があなたの暮らしをまもります。



〈加 入 の で き る 方 (=I卜金負担者となれる方)〉
・商工会の会員とその蒙族、会員の従業員とその家族、

商工会、連合会の役職員とその家族
注)「家族」とは   0配 偶者、父母、子. 0同 居かつ扶養している

祖父母 兄弟姉妹 孫. 0配 偶者の父母. をいいます。

〈共済の対象となる方(=被共済者となれる方)〉
・上記のうち満 6歳 ～ 65歳 まで (継続カロ入は満 74歳 まで)の 方

注)8タイフの加入年齢は、満66歳 ～80歳 (糸墜続加入は85歳 )まで

く共済期F85・掛金〉
・共済期間は11/1の基準日から翌年11/1まで (中途加入の場合は

加入月の1日から11/1まで)。申し出のない場合は自動更新です。掛金は

職業 年齢 '性別に関係なく―律、月払2,000円 (Cタイフ・は1,000円)

で魂 (加入回数は被共済者 (共済の対象となる方)一 人につき、1日までです)

く加入手続き〉
こ加入にあたつては加入申込書兼

口座振替依頼書に必要事項をこ記入。こ捺E日の上、

お近くの商工会にこ提出下さい。当月締切までにお申込いただ

くと、翌月 1日に共済が開始します。各月のお申込締切につい

ては、お近くの商工会にお問い合わせ下さい。

〈掛金の払込〉
・掛金は、共済開始月の当月から毎月27日
(金融機関の休業日である場合には翌営業日)に 引落しされますので

全く手間がかかりません (通帳には「NSシ ョウコウカイF」、「ニコス」、

「NICOS」 等と言己帳されます)。しかも、契約はお申し出がない限り

自動更新されるので、かけ忘れもなく安心です。

カロ入タイプ Aタ イプ Bタ イプ Cタ イプ

カロ入年齢 満6歳～65歳
(継続加入は74歳 迄)

満66歳 ～80歳
(継続カロ入は85歳迄)

満6歳～65歳
(継続加入はフ4歳 迄)

推ト 金 月額2,000円 月額2,000円 月額1,000円

土

済

金

額

傷

害

共

済

金

亡
金済

死
共

交 通 事 故 1,000万 円 700万 円 400万 円

不慮の事故 800万 円 500万 円 300万 円

後遺障害
共済金

交 通 事 故 1,000万 円～10万 円 700万 円～7万 円 400万 円～4万 円

不慮の事故 800万 円～8万円 500万 円～5万 円 300万 円～3万円

手術共済金
交通事故 ・

不慮の事故

手術内容に応じて

20・ 10・ 5万円

手術内容に応じて
10・ 5・25万 円

手術内容に応じて

10・ 5・ 25万 円

入院共済金
(1日あたり)

交通事故 ・

不慮の事故

8,000円
(1日目～ 100日 目)

5 , 0 0 0円
(3日目～100日目)

4,000円
(1日目～100日目)

通院共済金
(1日あたり)

交通事故 ・

不慮の事故

3,000円
(3日目～100日 目)

1,500円
(3日目～100日 目)

1,500円
(3日目～100日目)

疾
病
見
舞
金

疾病入院
見舞金

疾病による

継続した
30日 以上の

入院

5万 円 25万 円

※1 上記のケガには有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒は含みません。
※2 Aタ イプ 。Cタ イプの入院給付の場合、6歳～12歳及び66歳 以上は3日 目からの給付となります。
×3 Cタ イプのみでのカロ入はできません。
※4 疾病見舞金は毎年の共済期間開始日 (11月 1日)に おける年齢が65歳 以下の被共済者の方が対象となります。

ただし、見舞金の支払いは毎共済期間1回に限ります。

I交通事故】とは : ‐乗物 (自動車、電車、航空機、船舶等)と の衝突、接触などの事故 乗物に乗つている間の事故 駅の改札口を入つてから

出るまでの駅構内での事故 :道路通行中の建物の倒壊、建物からの物の落下、崖崩れ、土砂崩れ、岩石などの落下、火災または

破裂 爆発による事故 建物または乗物の火災による事故をいいます。

〔不慮の事故】とは :上記交通事故以外の時に被つた急激かつ偶然な外来の事故をいいます。

このようなお支払いをしました。

雨の道路で自動車を運転中に、スリップして

道路脇の電柱に激突して死亡しました。

死亡 (交通事故)で ]0,000,000円 (Aタ

イプ)のお支払いをしました。

作業中に旋盤 に右手を巻 き込 まれて、親指を

切断 しま した。

後 遺 障 害 10級 (不慮 の事 故 )、手 術 (切断

四肢 再 接 合 術 )、入 院 37日 、通 院 14日 で合

計 606,000円 (Cタ イ プ)の お支 払 い を し

ま した 。



全国商工会会員福祉共済 ・医療特約のご案内
全 国 商 工 会 連 合 会

引受保険会社 :東京海上日動火災保険株式会社

・医療特約は、全国商工会連合会 (以下、全国連)の 医療共済と東京海上日動火災保険船の医療保険 (1年契約用)力 共ゞ同で引き受けを行なう

制度です。

・この医療特約に加入できる方は、商工会会員とその家族、会員の従業員とその家族ならびに商工会 ・都道府県商工会連合会 全国連の役職

員とその家族に限ります。

・東京海上日動火災保険llllの医療保険は、全国連が保険契約者となる団体契約であり、保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等

は全国連が有 します。

医療共済期間及び医療保険の保険期間 12006年11月1日午前0時～2007年11月1日午後4時

加入締切日:2006年9月30日

医療共済のを卜金及び医療保険の保険料引落 :2006年11月から開始、毎月27日引落 し。
(中途加入は毎月引き受けます。当月締切までにお申込いただくと、翌月,日の午前0時補償開始及び保険開始でごカロ入いただけます。)

加入年齢 満6歳 ～満65歳 満66歳 ～満74歳 ■1

推卜金 (医療保険の保険料を含む) 月々 1,000円 、2

1日あたり支給額
(疾病入院共済金日額および疾病

入院保険金日額)

疾病による入院1日あた
?5,9"甲 1疾

病IFI'入 院1甲
,年

り
1,909甲

支給額一定 ・掛金―律プラン、3 4ヽ

1入院支払限度日数 120日 、5 6ヽ

免責日数 なし。入院 1日 目から補償されます (日帰り入院も補償されます)

手術共済金及び保険金 手術の種類により、1日あたり支給額の40、 20、 10倍

※1 継続カロ入であつても、共済及び保険の開始日現在66歳 となった場合には、支給額が4,000円 に自動的に移行します。
X2 月々1,000円 に含まれる東京海上日動火災保険喘の医療保険の保険料は130円 です。(加入年齢にかかわらず―律)
X3 1日 あたり支給額 (加入年齢に応じて、5,000円 または4,000円 )の うち、東京海上日動火災保険l■lの医療保険が750円 を

補償します。
X4 傷害による入院については、共済金及び保険金は支払われません。
X5 同一の原因による入院は、継続して120日 を限度とします。退院日から6ヶ月を経過した日以降入院した場合は、同一の原因

による入院でも新たな入院とみなします。
X6 契約が継続している限り、入院日数に (1入院あたりの限度日数はありますが)通 算の限度日数はありません。
※フ 新規のこ加入及びこ継続のお取扱は、商工会に所属している方で共済期間及び保険期間の初日の時点で満74歳以下の方に限ります。
X8 共済期間及び保険期間の中途でこ加入を止められる場合で、共済金及び保険金をお支払いする事由が発生しているときは、未経

過期間の掛金及び保険料を請求することがあります。

共済金及び保険金のお受け取り例 :加入者の年齢が65歳以下の場合
疾病入院共済金及び保険金 (5,000円×56日)  280,000円
疾病手術共済金及び保険金 (5,000円×10倍)  50,000円

受取金総額 330,000円

。本医療特約では前述の通 り、東京海上 日動火災保険lklが補償の一部 をお引受 していますが、疾病による共済金及び

保険金のお受け取 り手続 きをされるときは、全国連 を通 じ所定の手続 きで、全国連あてにご請求 を願います。お支

払いは東京海上 日動火災保険帥の保険金 を含めて全国連が行います。
(東京海上日動火災保険田の保険金については、まず被保険者から保険金支払い指図をいただき、全国連にお支払いします。全国連は共済
金と保険金を合算して医療特約の全額を被共済者及び被保険者にお支払いいたします。)

・共済金及び保険金のお受け取 り手続 きの際に、東京海上 日動火災保険けわがご請求 された方への連絡、調査 を直接行

なうこととなっております。

心筋梗塞で56日間入院し 給付倍率10倍に
該当する手術を受けられた場合

※共済金及び保険金をお支払いできない主な場合については裏面をご覧下さい。

共済金及び

保険金の種類
共済金及び保険金をお支払いする場合

共済期間及び保険期間
と支払責任の関係

お支払いする共済金及び保険金

疾病入院共済金
及び保険金

被共済者及び被保険者が疾病を被り、その直接の結果
として 平常の業務に従事することまたは平常の生活
ができなくなり かつ その疾病の治療を直接の目的
として所定の病院または診療所に入院したとき

被共済者及び被保険者が保険

期間中に疾病 を被 り入院を開

始することを要 します。

疾病入院共済金日額及び疾病入院保険金日額×入院期間
(1回 の入院について 1入 院支払限度日数が支払限度日数

となります。)

疾病手術共済金
及び保険金

被共済者及び被保険者が疾病 を被 り その治療 を直接

の目的として 所定の病院または診療所でpFI定の手術

を受けたとき

被共済者及び被保険者が共済

期間中汲び保険期間中に疾病

を被 り手411を受けることを要

します。

疾病入院共済金曰額及び疾病入院保険金日額×手術の種類
により l10倍  20倍  40倍 )
(注1),キ期を同じくして2種 類以上の疾病手術を受けた

場合には 倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ

支払います。
(注2)手 術の種類によっては 回数の制限があります。



福祉共済について

こカロ入に当たつての注意事項
0告 知義務:こ加入の際には、加入申込書兼口座振替依頼書の記載事項に間違いがないか十分にこ確認下さい。記戦事項が事実と相違している場合には、共済契約が解除され

るか (この場合  お支払いいただいた共済掛金も逗運できません。)ま たは共済金をお支払いできないことがあ ります。特に 被共済者 (共済の対象 となる方)の 満年齢及

び加入資格等にこ注意下さい。

0案 済加入の解除:カロ入者及び被共済者 (共済の対象となる方)が故意または菫大な過失によつて事実を隠し、或いは重要な事実を告げずに共済契約を締結した場合には、共
済契約が解除されることがあ ります。

O共 済興鉤発生前に生じた事故 :共済開始日以BJに生した事故については 共済金をお支払いてきませんので こ注意下さい。
●共済ヨl受者が破掟した場合の取級 :この共済は、共済金支払に備えて十分な対策を講しておりますが、万が一共済弓1受者である全国商工会連合会が破綻した場合によ、共済

全等お支払いする金額が一部肖」減されることがあります。

こカロ入後の注意事項
0カ1入者肛:加入者証はカロ入月の末に第1回掛金が弓き落とされたことを確認したうえて、共済開始月の翌月中旬以降にお送りいたします。加入者証が届きましたら こ契約

内容をご確認のうえ 紛失 しないようこ注意下さい。

0通 知薔薔(こカロ入後に契約内容に変更が生じた場合に両工会に運積していただく義務):~・力1入後 力l入者証の記載内容等に変更が生じた場合 速やかにお近くの商工会にお
知 らせ下さい。

0事 故の通知 :こカロ入後 事故が起きた場合、事故の日時、場所、被害者名等を速やかにお近くの商工会にこ通知下さい。
0掛 金ヨl壻↑籠の場合0再籠求:掛金のヨ君不能が発生した場合には 翌月に2ケ月分の金額が弓落となります。口座残高にこ注意下さい。
0掛 壼ヨl落不能による契約取消・解除:初回及び第2回の掛金が弓1落不能となった場合は、加入月の1日に逆つて契約取消となり 加入成立後に2ヶ月連続で掛金が弓落不能とな

つた場合には 最初に払い込みがなされなかつた払込期 日に迎 つて解除とな りますのでこ注意下さい。

くその1>以下を原因とするケガ          
共済金をお支払いでき「」い主rg場合

●力1入者 被共清者 (共済の対象となる方 )や 共済金受取人の故意また1ま重大な過失。●けんかや自殺 犯罪行為 .

0脳 疾患、疾病、心神喪失 .0妊 娠、出産、流産 、外科的手術などの医療処置 (共済金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)
●地震も しく ま噴火また(まこれ●Dに よる津波。●戦争  内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性。など

くそ●2>以 下の状態にある間に生 したケガ

0無 免許運転、酒酔運転、麻薬等 を使用 しての運転中。● ビッケル等の登山用具 を使用する山岳登はん リュージュ、ポプス レー、八ンググライグーなどの危険
な運動中。●自動車等の乗用具による競技 または試運転等の間.0ア ,レコール依存及び築物依存。 など

くその3>以 下の症メまたは事由

●他覚症状のない0ち 打ち症及び腰痛など。

くその1>以下を原因とする入院        
疾病入院見舞金をお支払いできない主な場合

●主契約の加入者又 は被共済者 (共済の対象となる方、以下同 じ)の 故意又 ま菫大な過失による身体障害 .0被 共済者 に対する刑の執行、又は拘留も しくは入監中
に生 じた身体障害。●校共済者のアルコール依存及罐 物依存による身体障害。●被共済者の自殺行為、犯441為 又は闘争行為 による身体障害。など

くその2>以 下の症状または事自

●被共済者の正常分娩、疾病を直接の原因と しない不妊手術、治療処置をrtわない検査 入院治療を必要と しない介護を主たる目的とするもの、美容上の処置 にl■

う入院。

●入院の原因とな った発病の時が、共済契約が有効に成立する前であるとき。など.

このパンフレッ トは医療共清及び東京海上自動火災保険いの医厠 界険 (1年契約月)の 概要
をご紹介 したものです。ご家族などの方もご加入いただく場合は このパンフレッ トの内容
を被夫済者及び被保険者にど説明いただきますようお願い申 し上げます。
東京海上自動火災保園いの医療保険の詳細は契約者である全国連にお渡 じしている医療保

険約款によりますが ご契約手続き 保険金のお支払条件 その4Lご不明の点がありました

ら東京海上自動火災保険いまたは取扱代馴吉までご照会下さい。
この医療特約には死亡に対する捕使及び傷書 を被 ったことによる入院及び手術に対する補

償はありません。
この医療特約では 新規ご加入時にlllかっている病気については共済金及び保険金をお支

払いできません。
翌年度以降更改にあたりご加入 された方から変更ならびに解約のお申 し出または全国連及

爛案険会社からのご案内がない場合 前年と同じ補償内容で自動継続 されます。
推隆 は医療保険の保険料も含め月々i000円ですが 共済全及01呆険全の支払状況によっては

将来掛全の引き上げまたは1曰あたり支給額の引き下げ等を行なう場合があります。
東京海上曰動火災保開い代理店は東京海上自動火災保険い との委託契約に基づき 保険契

約の締結 契約の管理業務等の●理業務 を行っております。 したがいまして 東京海上 自動
火災保険(詢代理店 と有効に成立 したご契約につきましては東京海上日動火災保園いと直接契

約 されたものとなります。

全国連の医療共済は 共済全支払に備えて+分 な対策を講 じておりますが 万が一共済引

受者である全国連が破綻 した場合には 共清全等お支払いする金額が一部肖1減されることが

あります。
東京海上 自動火災保険いの燿営が破綻 した場合などには 同社が引き受けている部分につ

いて 保険全 返戻全などの支払いが一定期間凍結されたり その全額が肖1減されることが

あります。なお 経営が破綻した場合には、保険は 「損害保険契約者保護機構」などの補償
対象とな', 保険金 返戻金などは原貝Jとして∞%ま で補llされます。

ど加入の際には、加入申込書の記載事項に間違いがないか十分にご確認下 さい。記載事項
が事実と相違 している場合には共清及

'ヽ

険契約 を解除 し (この場合はお支払頂いたが金及
び保険IIIも返還できません)共 済金及引栞険金をお支払できないことがあります.特 に被共

済者及び被保険者の満年齢 健康状態告知 過去の共済全及

`保
険全請求 受領歴 他の共

清契約及び保険契約の有無などにご注意下 さい。また ど加入の際には 告知書の提出が必

要 となり 過去の病歴や現在の健康状態 年齢などにより契約のご力,入をお断 りしたり 全

国連 東京海上自動火災保険いの提示するお号受条件によってご加入頂 くことがあります。
ご加入の際 この保険契約に関 し 共済契約普及び保 険契約者 被共催普及び被保険者ま

たは夫済全及び保険全受取人 (これらの者のrt理人を含みます)に 詐欺F為 があったときは

保険契約は無効となり すでに払い込まれた料金及び保険金は返還 しません。

医療特約について

ご契約の内容に次のようなことが生 した場合は遅滞なく、全国連 取扱●理店または東京
海上曰動火災保険いべご通知下 さい。
「劇 丙入院をFn償する他の共清契約または保険契約 を同一枚夫済者および被保険者について

締結するとき、またはこれらの共済または保険契約があることを知ったとき。」

被共済者及び被保険者が共済全及び保険金の支払事由に該当 した場合は 共済契約者及び

保険契約者 被共清者及び被保険者または共済全及び保険全受取人 (これらの者の代理人を

合みます。)は  共済金及び保険全の支払事由が生 した日からその日を合めて30日以内に 疾

病の内容及び程度などの詳細 を全国連に通知 しなければなりません。なお 正当な理由がな

く通知がない場合は 共済企及び保険金が支払われないことがありますのでご注意下さい。
また 共済全及び保険全をご請求頂いた場合 全国連 東京海■ 日動火災保興りの指定 した

医師による被共済者及び被保険者の診断などを求めることがあります。

共清全及び爆険全をお支払いできない主な場合

1 傷害を被った場合

傷害 とは 被共済者及び被保険者が急激かつ偶然な夕:来の事故によって 被った身体の傷害
をいいます。この傷害には有毒ガス 有毒物質を偶然かつ一時に吸入または摂取 した時に急
激に生する中毒症状 (継続0つに吸入 吸収または摂取 した結果生ずる中毒症状を除きます)
を含みます。ただし 細菌性食物中毒は合みません。

2 被共済普及び根保険者が以下の事由による身体障害を被 った場合

0共 済及び保険契約者または被共済者及び被保険者の故意または菫大な過失

②共清全及び保険全を受け取るべき者の故意または重大な過失

0自 殺行為 ′O罪行為または闘事行為

0麻業 大麻 あへん 覚せぃ剤 シンナー等の,用

0戦 争 外国の武力行使 革命 政権奪取 内舌t 武装反乱 その他こ・Itらに類llの事変ま
たは莉

0核 燃II l物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性 爆発Lそのltの有害な特
性またはこれらの特・■による事故

■記0 0に 随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混舌しにもとづいて生じた
事故

C頸 部症候群 (むちうち症) または腰痛でいずれも他覚症状のないもの

3 アルコール依存および薬物依存による入院
×ただし 211b に該当した被共済者及び被保険者の数の増加が この保険の計算の基礎
に及ばす影響が少ないと全国連及び東京海上曰動火災保utt 71・認めたときは その程度に応
じ 共済金および保険金の全額を支払い またはその金額を肖1減して支払うことがあります。

<弓 受保険会社 >本 医療保険についてのお問い合わせ先

東京海上曰動火災保険株式会社広域法人部法人第一課

住所 :東 京都千代口区大手町151大 手町ファース トスクエアWESTll階

電話番号 :0352232579

く取扱●理店 >

株式会社ふるさとサービス

rI所 :東京都千代口区有楽町2101東 京交通会館10F

電話番号 :0332145710 2006年 3月作成 490006019

くくこのバンフレット1ま全国商工会会員目祉共済の概要をこ紹介したものです。詳細は共消約款等によります。>>

商工会
都道府県商工会連合会・全国商工会運含会

お申込 。お問い合わせはお近くの商工会ヘ


