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24時間、あらゆる場面に適用できます
仕事中はもちるん、交通事故や家庭内でのケガ、スポーツ、レ

クリエーション時のケガなど、生渚のあらゆる場面のケガに適

用されます。

※初回掛金の口座振替ができない場合、傷害発生の受付をしていても、

共済金支払いができませんのでご注意願います。

税法上の特典もあります
法人が役員・従業員のために負担した掛金は全額損金として、

また個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経

費となります。

免責日ゼロ

主契約は1日 日からお支払いします。何日以上の入院・通院が

必要という制限はありません。
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ご加入年齢は満6歳以上

満65歳未満の方となりま魂

ただし継続の方に限り満

69歳まで延長できます。

※満70歳になって最初に迎える満期

日まで保障は継続されます。

タイプⅡ型

ご加入年齢は満6歳以上満80歳未満の方となります。

ただし継続の方に限り満84歳まで延長できま現

※満35歳になって最初に迎える満期日まで保障は継続されま魂

タイプI型

腑 鞄 ||
満65歳′―満85歳
満85歳の満了日まで保障

満6歳～満65歳
満65歳の満期日まで保障

契約年齢

1コ000万円 500万円2,500万円交 通事 故 死 亡

300万円～12万円

300万円

100万円

2■000万円 500万円不慮の事故死亡

疾 病 死 亡

500万円～5万円2コ000万円～20万円ケガによる後遺障害

35000円ケガ入院 日額 8,000円 8コ000円

4〕口00円2コロ00円ケガ通院 日額 4コロ00円

保
障
内
容

1年間 (事故日より1年間)100日 l事故日より180日以内)入院限度日数

1年間 (事故日より1年間)100日 l事故日より180日凱内)通院限度日数

タイプ I型/共済金をお支払いできない主な場合

①共済金受取人または被共済者の故意。②被共済者の白殺行為、犯罪行為または闘争行為。③被共済者が、法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔つてもしくは麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等

の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動r、1付 自転車を運転している間に生じた事故。④被共済者の薬物依存による事故。③被共済考に対する刑の執行、または拘留もしくは入監中に生じた事

故。③被共済者の妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当組合が共済金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。②地震もしくは賞火またはこれらによる津波。①戦争、外国

の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動 (群集または多数の者の集回の暴動によつて、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上竜大な事態と認められる扶

態をいいま坑 )①核ナ次料物質 (使用済燃料を含みま魂 以下同様とします。)も しくは核l'人 料物質によつて汚染された物 (原子核分裂生成物を含みま坑 )の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特‖上による事故。

⑩頚部症候群 (い わゆる「むちうち症」、「額椎捻挫J)ま たは腰痛でいずれも他覚症状のないもの (原因のいかんを問いません。)

タイ プ Ⅱ型 /共済 金 を お支 払 いで き な い主 な 場 合

■次の場合、共済金を支払いません。①共済金受取人または被共済者の故意。②被共済者に対する刑の執行、または拘留もしくは入監中に生じた事故。①被共済者の自殺行為 (た だし、加入後 1年以上の死亡の場合は、疾

病による死亡の保障額相当額を支払いま現 )、 犯罪行為または聞争行為。①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反舌とその他これらに頼似の事変もしく1よ 暴動 (群 集または多数の者の集日の暴動によって、全国

または一部の地区において著しくIr穏 が害され、治安維持_[重大な事態と認められる状態をいいますち)日前各号のほか、次の場合には共済金を支払いません。①疾病による死亡の場合 (1)加入日現在、医師の治療を受

けていたことが判明したとき。(2)加入後 1年 以1大 に、次の疾病を直接原因として死亡した場合で、加入日現在のその疾病について医師の治療を受けていなかったことが証明されないとき。【悪性新■物 (痛 1勺腫)、 心臓病、

結核、胃または腸腫瘍、肝臓病、高血圧、糖尿病、じん臓病】②傷害による死亡ならびに後造障害および医療の場合 (1)被共済者が、法令に定められた運転資格を持たないで、または

'西

に酔ってもしくは麻薬、あへん、大麻ま

たは覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付白転車を運転している間に生じた事故。(2)被共済者の脳疾は、疾病または′い身喪失。(3)被共済者の妊娠、出産、流

産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当組合が共済金を支V、うべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。(4)地震もしくは
'資

火またはこれらによる津波 (た だし、死亡の場合は、疾病による死亡の保

障額相当額を支払いま売 )(5)核燃料物質 (使 用済燃料を含みま坑 以下同様としま坑 )も しくは核燃寸l物 質によつて汚染された物 (原子核分裂生成物を含みま坑 )の放
'オ

すJ:、 爆発性その他有害な特性またはこれらの特性

による事故。(6)類都症候群 (い わゆる「むちうち症」、「叡椎捻ユ上J)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの (原日のいかんを問いません。)
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「ダイプⅡ型」には下記の特約を

それぞれ700円プラスで付加できます !

○疾病入院特約

○がん診断・先進医療特約

責任開始日から180日以内に病気入院した場合

見  舞  金 2万円
責任開始日から180日 以内に発生した病気で7日 以上継続して入院した場合。

【1入院期間中1回 に限り】

責任開始日から180日 を経過後に病気入院した場合

入 院 5コ000円 X実日数
【継続して5日以上入院した場合、1日 目からお支払いします】
【共済期間更新継続中通算840日 を限度(同一疾病210日 限度)】

責任開始日より180日を経過して病気入院を開始した場合が対象で魂

手 術 2万円
責任開始日から180日 を経過して病気入院を開始し、手術を受けた場合

【同一疾病の入院につき1回に限り】(疾病入院特約約款・月U表 1に限る)

退 院 祝 金 2万円
責任開始日から180日を経過して7日以上継続して病気入院をし、退院した場合
【同一疾病の入院につき1回に限り】
ただし、通院治療への切り替え、または、治癒した場合の退院に限ります。

疾 病 検 査 玩500円
責任開始日から180日を経過した後、病気入院をし、検査を受けた場合。
ただし、同一疾病の入院につき2回限度とし、1度の入院で2種類以上の検査を受

けた場合でも]回のみのお支払いですよ疾病入院特約約款・月u表 21こ限る)

が ん 診 断  上皮内がんも対象・支払回数制限なし

6歳 ～24歳 350万円
*責任開始日から起算して91日 目以降に日本国内の病院又は診療所で、がんと

診断確定されたとき。(待機期間90日 )

*診断確定された日の属する契約の共済始期日時点の年齢群の保障額となりま

魂

*2回目以降の共済金のお支払いは、前回の支払事由に該当した日から、その日

を含め2年を経過した日の翌日以降に新たにがんと診断確定された場合とな

ります。

25歳 -́39歳 200万円

40歳′-54歳 フロ万円

55歳-69歳 25万円

先 進 医 療 先進医療の技術料が対象

6歳 ～ 69歳
1回につき500万円限度

(全共済期間通算1,000万 円限度)

*責任開始日以降に発症した疾病又は発生した傷害の治療を目的として、厚生

労働大臣が定める所定の先進医療を受けたとき。

*がんに関する先進医療は、がん診断共済金同様90日 間の待機期間が適用され

ます。

*厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所で受けたものに

限ります。

*満70歳の満了日まで保障

疾病入院特約、がん診断 ,先進医療特約/共済金をお支払いできなしヽ主な場合

①加入日現在、医師の治療を受けていたことが判明した場合、またはがんと診断確定されていたとき。②天災、事変で生じたもの。①共済契約者、被共済者及び共済金受取人の故意又は重大な過失により疾病又は傷
害が生したとき。①被共済者の先天的な疾病又は精神障害による坊合。⑤被共済者の中毒症状 (シ ンナー、アルコール、床葉等)又 は泥酔の際に生じたもの。①被共済者の刑の執行又は拘留若しくイよ入監中に生じた
もの。〇原因がいかなる場合でも、額部サI候甜十(い わゆる「むちうち症J、 「頭椎捻∫̂lJ)、 又は腰 背 肩

「“
で医学的他覚所兄のないもの。①核燃十J物質関係の特性に起因する事故に随伴して生じたもの。①クト傷を原

因とした入院中に疾病が発症したときに、その /,しく症が外傷の治療と因果伊天係がある場合。 (疾病入院特約)⑩共済契約者及び被共済者又は、その関係者が、診療証明書その他共済金詰水に伴う関係菩類に虚偽の事

実を記載し、不正行為があったとき。①共済契約者及び被共済者又は、その関係者が、調査を拒み、あるいは妨春等をして正当な調査の執行を妨げたとき。



こ契綺いただける方 (共済契約者) お申し込み手続きは簡単です

こカロ入いただける方 (被共済者)

ご契約いただけるのは法人事業所か個人事業主です。 ご契約のお申し込みは、各商工会にある申込書に必要事項

をご記入のうえ、各市町商工会へご提出ください。

ご契約の際、被共済者の方の健康告知及び加入同意が必

要です。初回掛金 (2ヵ 月分)は、お申込日の翌々月にご指定

の預金口座より自動振替となります。振替日は毎月5日 (金

融機関が休日の場合は翌営業日)です。ご加入いただけるのは、加入日現在、健康で正常に就業し、

または日常生渚を営んでいることが条件です。(健康告知の

質問欄に該当される方や危険職種に従事している方は加

入できません。)

共済期間は申込日の翌月1日 午前0時から1年間です。

(お申し出のない限り自動更新となり、手続きは不要です。)

ご契約の申込日の翌日午前0時以降に発生した共済事故に

ついて保障されます。(ただし、出資金及び初回掛金の回座

振替がされた場合のみです。万一、振替ができなかった場

合、この共済契約は無効となります。)

:下記 の事項をこ確認のうえ、お申し込 みの手続きをお願 いします。 |

藝證加入 をいただけない方

①現在、病気やケガの治療中または要検査、要治療もしくは検査中の方。

②慢性疾患のため医師からその治療が必要と診断されている方。

③慢性疾患または中毒のため薬物を常用している方。

④身体に残る障害や先天性の病気により、日常生活において他人の手助けを必要とする方。

⑤次のような職業に従事している方

鰺船舶乗組員、漁夫、船頭その他船舶に搭乗することを職務とする方 攀テストドライパー、テストパイロット、その他これらに類する方

尋坑内夫、隧道内の作業に従事する方               鰺スタントマン、かるわざ師、その他これらに類する方

尋競輪、競馬、オートレ=ス、競打廷等に従事する職業競技者     鰺潜水、潜函、サルベージ等に従事する方

◇力士、拳闘家、プロレスラー等の職業競技者

※慢性疾患 (先天性を含む)と は、主に次に掲げるものをいいます。

①悪性腫瘍(癌、肉腫など)

②消化器潰瘍 (胃 、腸(肝臓などの内臓疾患など)

③循環器疾患(心臓疾患、高血圧症など)

④呼吸器疾患(気管支喘息、肺疾患など)

⑤神経・筋疾患(脳 出血、脳梗塞、くも膜下出血、髄膜炎、てんかん、筋炎など)

⑥腎・尿路疾患(腎炎、ネフローゼなど)

⑦代謝・内分泌疾患(糖尿病、甲状腺機能克進症など)

③精神疾患(分裂症、アルコール依存症など)

◎運動器疾患(骨 髄炎、関節炎、変形性股関節症など)

⑩血液疾患(悪性貧血、自血病など)

①アレルギー性疾患および膠原病(リ ウマチ、ベーチェット病など)

⑫耳鼻咽喉および眼疾患(白 内障、緑内障など)

⑬女性性器疾患(卵巣腫瘍など)ヽ

掛金のお支払いは預金口座から自動振替 ケガをしたらすぐこ連絡を

月々の共済掛金はご指定の預金口座から自動振替されます

ので手間がかかりません。しかも、契約は、お申し出がない限

り自動更新されるので安′醸です。

■口座振替取扱い金融機関

百五銀行本支店     北伊勢上野信用金庫本支店

第三銀行本支店     桑名三重信用金庫本支店

三重銀行本支店     新富信用金庫本支店

中京銀行本支店     紀北信用金庫本支店

大垣共立銀行本支店   東海労働金庫本支店

津信用金庫本支店    」A県下各農協本支店

※ゆうちょ銀行

※振替用紙は別用紙になりま現

商工会までご連絡下さい。すみやかに共済金の請求手続きをいたしま丸

クーリングオフについて

クーリングオフ(む 契約のお申込みの撤廃)は、共済期間が1年以下のも

のに関しては、対象外になります。「応、れあい共済」は、共済期間が1年と

なっており、クーリングオフの対象外となりますのでご注意ください。

元受実施団体

「みえ共済」三重県中小企業共済協同組合
津市栄町1丁目891番地 二重県合同ビル3階

TEL059-228-7128 FAX059-225-9226

責任開始はお申し込みの翌日からです

共済期間は

20]910


