
保険会社

 年払い

介護
ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ
認知症
ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ
ｺﾞﾙﾌｧｰ保険

 ※詳細は各保険会社のパンフレットを確認してください。（↓↓隊友会ホームページからダウンロードできます）
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 加入は１５歳以上７３歳以下  月払（１,０００円／口）が基本

区 分 内  容

 配偶者も800万円まで加入可
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 個人型一時払保険料 ２,９６０円 家族型一時払い保険料 ４,５７０円
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アフラック
【問合せ先】

弘済企業（株）
03-3226-5811

明治安田生命
【問合せ先】

03-3283-3355

損害保険
ジャパン
株式会社

【問合せ先】
ﾀｲﾕｳ･ｻｰﾋﾞｽ

0120-600-230

 要介護２相当から補償可能 介護一時金２００万円 単独加入も可能

 一時金最大30万円（※）単独加入も可能（※）M3型の場合

 病気や不慮の事故で継続して２日以上入院した時
        入院３,０００円または５,０００円／日
 ※３大疾病による入院は支払い日数制限なし
 急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態になったとき
 所定の手術を受けたとき・・・特定疾病保険金300万円
 所定のがんと診断確定されたとき・特定疾病保険金300万円

 がん、先進医療の特約をオプションセット可能

 保険期間１年 一時払保険料 ３,７２０円
 保険期間１年

 保険期間１年
 加入年齢：満７９歳まで（８９歳まで継続可）
 男女年齢問わず、１口あたり年間１１,５００円（※）から加入可能で、病気・
 ケガ両方の入院・手術とも補償の対象
（※）医療保険基本補償（A型）の場合

 保険期間１年
 集団扱団体契約で
 保険料がお手頃

    を加えた5社共同引受けとなりました。

 保険期間１年 団体割引２５％ 年齢制限なし
「本人型」「夫婦型」「家族型」の３タイプ

 保険期間１年 団体割引２５％ 加入年齢８９歳まで
 入院保険金日額５,０００円（１日目から）

３,０００円
１,５００円

1万円
  部位・症状に応じて1万円・3万円・5万円・10万円

８,１８０円

 補    償    項    目 
 死亡保険金額
 入院保険金日額
 通院保険金日額
 傷害一時金払治療給付金額

生
命

隊友会の保険は、団体割引２５％が適用されます。

団       体
傷害補償

 保険期間1年 配当金を翌年保険料と相殺（令和２年度還付率は２5.1％）
 加入保険金額２００万円～２,２００万円
 加入年齢65歳まで（更新される方は75歳まで継続可）

隊友会の保険は大変有利です。

 基本契約
 ：２,２００万円
 傷害特約
 ：１,０００万円

2022.4.1現在の保険料で計算
男性66歳から70歳までの５年間の合計
  ・隊友会団体生命保険  ： １,４６０,２００円
  ・個人の保険      ： １,７９９,９８０円

 半年払い（１万円／口）・一時払積増（１０万円／口）あり

ジブラルタ生命
［問合せ先］
隊友会事務局

事業課
080-6842-8746

 ★令和２.12.１からジブラルタ生命、日本生命及び明治安田生命に第一生命及び住友生命

東京海上
日動火災

【問合せ先】
ﾀｲﾕｳ･ｻｰﾋﾞｽ

0120-600-230
 年 間 保 険 料

 保険金額（本人型・基本タイプ・職種級別A）
２５０万円

 終身保険（集団取扱で保険料が割安）、入院保障が日数無制限
 現職時加入者は継続して取扱い可

 現職時加入者は継続して取扱い可

医療補償

がん補償

介護補償

 保険期間１年 団体割引２５％ 加入年齢８９歳まで
 がん診断保険金１００万円、がん入院保険金日額1万円（１日目から）
 保険期間１年 団体割引２５％ 加入年齢８４歳まで

 最大３００万円
 公的介護保険制度に基づく要介護３以上の認定を受けた場合に介護補償保険金
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 終身保険（集団取扱で保険料が割安）、通院・手術保障も付加可能

 傷害一時金払入通院給付金額

医
療

保険金 支払保険料（一例）

 ・住宅建築、本体工事価格の３％引き
 ・リフォーム請負工事代金の３％割引他
 ・会員及び２親等以内の家族も利用可
  優待を受けるには、展示会場等で交渉する前に【問合せ先】に連絡のこと‼
 ・全国に展開する加盟葬儀社約５００社の葬儀の基本セット
 （全国平均４０万円相当）を２４万円で提供
 ・県隊友会名で花輪または生花を一基提供
 ・家族葬も利用可
  優待を受ける場合は、【問合せ先】に連絡のこと‼
 相続に関する手続きや生前の対策相談
 全国の加盟支部で相談可能〔生前対策・相続手続き報酬１０％OFF〕
 初回相談無料
   優待を受ける場合は、【問合せ先】に連絡のこと‼
   全国に１８カ所のホテルを展開するリゾートクラブ
   隊友会員証の提示で法人会員料金にて宿泊が可能
   宿泊料（１泊２食プラン）：13,000円または14,000円（税別）
  ※施設・宿泊日により料金が異なります。
  ご予約の際は、【問合せ先】に連絡のこと‼
  ●入会手続 入会金3,000円    → 無料
        事務費5,000円    → 1,000円
  ●利用料金 月額契約13,300円 → 7,800円
        隊友会員専用特別都度利用契約 → 1,500円／１回

 紳士服コナカ
【問合せ先】隊友会事業課
                  080-6842-8746

 隊友会会員証提示で、店内全商品２０％OFF

隊隊友友会会提提携携施施設設等等

 住友林業
【問合せ先】0120-667-683

 全国儀式サービス
【問合せ先】0120-421-493

 日本相続知財センター
【問合せ先】03-3279-8818

 ザ グランリゾート
【問合せ先】0570-00-1955

 スポーツクラブルネサンス
【問合せ先】03-5600-5399

平平成成3311年年33月月商商標標登登録録
第第1166類類
印印刷刷物物、、文文房房具具類類、、紙紙類類等等
第第2255類類
被被服服、、帽帽子子、、ベベスストト等等

隊隊友友会会事事業業のの紹紹介介
隊隊友友会会はは、、会会員員のの福福利利・・厚厚生生をを目目的的ととししてて団団体体保保険険等等にに関関すするる事事業業ややリリゾゾーートト施施設設、、儀儀式式ササーービビスス及及びびススポポーーツツククララブブ等等のの優優待待利利用用にに関関すするる事事業業
ななららびびにに再再就就職職支支援援事事業業等等をを行行っってていいまますす。。現現職職時時代代にに劣劣ららぬぬ有有利利なな福福利利厚厚生生ササーービビススをを利利用用ででききまますす。。退退職職後後ののラライイフフププラランンににごご利利用用くくだだささいい。。

保保存存版版
令令和和４４年年（（22002222 年年）） 1100 月月1155 日日

登登録録第第66113311553377 号号

現現職職時時代代にに劣劣ららぬぬ有有利利なな各各種種団団体体保保険険
本本内内容容はは各各保保険険のの概概要要ををごご紹紹介介ししたたももののでですすののでで、、検検討討ににああたたっっててはは各各保保険険会会社社ののパパンンフフレレッットト

をを確確認認ししててくくだだささいい。。パパンンフフレレッットトはは隊隊友友会会ホホーームムペペーージジかかららダダウウンンロローードドででききまますす。。
ままたた、、加加入入のの際際はは必必ずず「「重重要要事事項項説説明明書書」」ををよよくくおお読読みみくくだだささいい。。ごご不不明明なな点点等等ががああるる場場合合ににはは、、
問問合合せせ先先へへ連連絡絡くくだだささいい。。

隊隊友友会会事事務務局局事事業業課課
電電話話：：008800--66884422--88774466
メメーールルアアドドレレスス：：sshhuuuueekkii@@ttaaiiyyuukkaaii..oorr..jjpp
FFAAXX：：0033--55336622--44887766
専専用用線線：：88--66--2288886622

提提携携企企業業のの優優待待利利用用❶ ❷

会会員員のの利利用用ままたたはは情情報報提提供供でで県県のの活活動動費費をを❕❕
（（県県隊隊友友会会ににははそそれれぞぞれれ、、還還付付金金ががあありりまますす））

①① 隊隊友友会会会会員員のの生生産産品品

②② 家家族族・・知知人人・・ごご近近所所にに関関すするる情情報報提提供供

・・本本格格薩薩摩摩芋芋焼焼酎酎：：天天のの輝輝きき「「隊隊友友」」（（株株））北北薩薩摩摩本本舗舗（（00112200--5588--77008855））
１１升升ビビンン：：２２,,２２００００円円（（還還付付金金 110000円円//本本）） ４４合合ビビンン：：１１,,１１００００円円（（還還付付金金 5500円円//本本））
１１升升ビビンン６６本本、、４４合合ビビンン 1122 本本のの箱箱単単位位ででのの購購入入がが送送料料割割引引ででおお得得！！

・・自自動動車車購購入入予予定定者者紹紹介介事事業業 提提携携企企業業：：損損害害保保険険ジジャャパパンン（（株株））
（（カカーーラライイフフデディィススクク 00112200--555555--665577））
：：東東京京海海上上日日動動火火災災保保険険（（株株））
（（車車両両情情報報セセンンタターー 00112200--008866--559900））

・・自自動動販販売売機機設設置置先先紹紹介介事事業業 提提携携企企業業：：アアササヒヒ飲飲料料株株式式会会社社（（0033--55661199--55667733））
（（設設置置かからら販販売売ままでで全全てて会会社社がが実実施施ししまますす）） （（会会員員へへのの紹紹介介料料をを含含むむ還還付付金金 3300,,000000円円//件件、、３３円円//本本））

❸ 再再就就職職支支援援事事業業
①①職職業業紹紹介介をを希希望望すするる場場合合
・・トトッッププペペーージジかからら
「「福福利利厚厚生生」」＞＞「「再再就就職職支支援援事事業業」」
ををククリリッックク

②②求求人人情情報報をを閲閲覧覧すするる場場合合
・・トトッッププペペーージジババナナーー「「求求人人情情報報
ペペーージジ」」ををククリリッックク

・・求求人人情情報報ペペーージジがが開開くくののでで登登録録
ししてて利利用用すするる。。

・・再再就就職職支支援援事事業業ののペペーージジがが開開くくののでで最最下下段段のの
右右ののババナナーー（（ケケーースス２２））かからら登登録録ししてて利利用用すするる。。

・・左左ののババナナーー（（ケケーースス１１））かか
らら登登録録すするるとと②②のの求求人人情情報報
がが再再登登録録ななししでで閲閲覧覧ででききまま
すす。。

❹

イインンタターーネネッットトかからら「「隊隊友友会会」」をを検検索索、、ＨＨＰＰをを開開くく

●●トトッッププペペーージジ上上部部のの「「福福利利厚厚生生」」❶＞＞「「隊隊友友会会のの保保険険」」❷ををククリリッックク

❶

❷

防防衛衛省省共共済済組組合合等等施施設設
会会員員証証のの提提示示でで
●●「「ホホテテルルググラランンドドヒヒルル市市ヶヶ谷谷」」及及びび「「狛狛江江ススポポーーツツセセンンタターー」」がが隊隊員員同同様様のの割割引引価価格格でで利利用用ででききまますす。。
●●「「国国家家公公務務員員共共済済組組合合連連合合会会三三宿宿病病院院のの人人間間ドドッックク」」をを 2200 ％％引引ききでで利利用用ででききまますす。。

記記載載内内容容のの詳詳細細はは、、トトッッププペペーージジ上上
部部のの「「おお問問いい合合わわせせ」」❸ををククリリッッククしし
てて「「おお問問いい合合わわせせフフォォーームム」」かかららのの送送
信信ををごご利利用用くくだだささいい。。

❸

（（還還付付金金55,,000000円円//件件））

❺
現現 職職
自自衛衛隊隊員員
のの皆皆様様へへ

引引越越見見積積りり支支援援ササーービビスス


