
2021年10月1日午後4時～2022年10月1日午後4時
初回締切日は2021年9月21日、中途加入は毎月月末が締切となります。

保険期間

資料請求はこちら

損害保険ジャパン株式会社  営業開発部 日本郵政室
〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL 03-3349-3853 FAX 03-6388-0158（受付時間：平日 9:00～17：00）

【取扱代理店】

【幹事引受保険会社】

0120-307-318
〒102-0074
東京都千代田区九段南4-7-15  JPR市ヶ谷ビル4階

受付時間：平日9：15～17：10

日本郵政グループ各社にお勤めの期間雇用社員・短時間社員の皆さまへ日本郵政グループ各社にお勤めの期間雇用社員・短時間社員の皆さまへ
安心して働いていただくための

傷害総合保険（団体）傷害総合保険（団体）

※就業中のみタイプ、ワンコインタイプは新型コロナウイルス感染症等の特定感染症は補償されません。

（QL/TLタイプの場合）

（入院15日、通院2日）
入院：4,700円×15日=70,500円
通院：1,600円×  2日=  3,200円

新型コロナウイルスに感染、
入院と通院をした。

73,700円

子どもが走っていた際に、
歩行者にぶつかり、骨折させてしまった。

3,678,000円

＊1 日本国内で発生した業務中以外の事故
＊2 被保険者本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚のお子さま

●実際のお支払いはご加入の内容やケガの状態により異なります。

ご利用方法詳細・
「LINE」のお友だち登録は
　　　　　 　こちらから

新型コロナウイルス
感染症等の入院、通院が
補償されるようになりました！※

24時間いつでも、カンタン、便利！
事故のご連絡から保険金請求までLINEで完結！

withコロナ時代！

日常生活の賠償事故に備えて

■お支払事例

■お支払事例

©JAPAN-DA

NEW

NEW

日本郵政グループ 団体割引 40％適用＊ ＊団体割引25％、
過去の損害率による
割引20％適用

T2106営企YS2
SJ21-03711（2021/07/05）

ホ－ムペ－ジで動画を
公開しています。

（個人賠償をセットの場合）

https://wｗw.jp-sonpo.co.jp
JP損保サービス

お問い合わせ先（保険会社等の相談・苦情・連絡窓口）
●取扱代理店　　　　JP損保サービス株式会社 ）分01時5後午らか分51時9前午の日平 ： 間時付受（

〒102-0074　東京都千代田区九段南4-7-15  JPR市ヶ谷ビル4階　(本社)
https://www.jp-sonpo.co.jp

　北 海 道　TEL 011-717-4431　　　信　越　TEL 026-223-6346　　　中　国　TEL 082-228-0261
　東　　北　TEL 022-214-4104　　　北　陸　TEL 076-265-6465　　　四　国　TEL 089-931-3798
　関　　東　TEL 0120-307-318　　　東　海　TEL 052-201-0338　　　九　州　TEL 096-371-7210
　東京・南関東　TEL 0120-307-318　　　近　畿　TEL 06-4256-2512

●幹事引受保険会社　損害保険ジャパン株式会社
 　　　　　　　　　　営業開発部 日本郵政室
〒160-8338　東京都新宿区西新宿1-26-1　TEL 03-3349-3853  FAX 03-6388-0158 ）でま時5後午らか時9前午の日平 ： 間時付受（

●指定紛争解決機関

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター　ナビダイヤル ０５７０－０２２８０８＜通話料有料＞　
は休業）始年末年・日祝・日・土（ 時５後午～分51時９前午の日平：間時付受

詳しくは、 一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（https://www.sonpo.or.jp/）

SJ21-04058（2021.07.12）

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき､お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております｡
　したがいまして､取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては､引受保険会社と直接契約されたものになります｡
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
　必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください（ご契約内容が
異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。）。

　ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、２か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。

●おかけ間違いにご注意ください。

（注）詳細については「ご契約のしおり」をご確認ください。

0120-727-110
（受付時間）24時間365日

事故が起こった場合は、ただちに下記窓口までご連絡ください。

https://www.compo-japan.co.jp/
covenanter/acontact/

事故のご連絡から保険金請求まで
LINEで完結！
24時間いつでも、カンタン、便利！

インターネットでの事故のご連絡 LINEでの事故のご連絡

事故サポートセンター

TEL ： 0120-307-318

健康・医療相談サービス
病気に関するご相談や、医療についてのお
悩みなど、様々な相談に経験豊富な看護師
等専門医療スタッフが電話で応えします。

医療機関情報提供サービス
自宅や会社の近くの医療機関のご案内や夜間・
休日に診てもらえる医療機関情報などを提供し
ます。

専門医相談サービス（予約制）
より専門的な相談を希望する場合は、医師と電
話で相談できます。

人間ドック等検診・検査紹介・予約サービス
人間ドック 全国の提携医療施設の中から希望にあった施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。

特定感染症危険
補償特約登場！

新型コロナウイルス感染症へ
備えるプランをご用意しました

ケガ以外の
リスクにも対応！

個人賠償・弁護士費用をセットした
補償タイプが選べます

保険金請求が
LINEで簡単！

事故の連絡や保険金の請求が
LINEのやりとりで簡単にできます

団体割引で
保険料がお得！

日本郵政グループ
団体割引で 40％OFF!

日本郵政グループ各社にお勤めの

期間雇用社員・
短時間社員の皆さま専用

日本郵政グループ各社にお勤めの

期間雇用社員・
短時間社員の皆さま専用
特定感染症危険
補償特約登場！

新型コロナウイルス感染症へ
備えるプランをご用意しました備えるプランをご用意しました

ケガ以外の
リスクにも対応！

個人賠償・弁護士費用をセットした個人賠償・弁護士費用をセットした個人賠償・弁護士費用をセットした個人賠償・弁護士費用をセットした個人賠償・弁護士費用をセットした個人賠償・弁護士費用をセットした個人賠償・弁護士費用をセットした
補償タイプが選べます補償タイプが選べます補償タイプが選べます補償タイプが選べます

保険金請求が
LINEで簡単！

事故の連絡や保険金の請求が事故の連絡や保険金の請求が事故の連絡や保険金の請求が事故の連絡や保険金の請求が事故の連絡や保険金の請求が事故の連絡や保険金の請求が
LINEのやりとりで簡単にできますLINEのやりとりで簡単にできますLINEのやりとりで簡単にできますLINEのやりとりで簡単にできますLINEのやりとりで簡単にできますLINEのやりとりで簡単にできます

団体割引で
保険料がお得！

日本郵政グループ
団体割引で 40％OFF!％OFF!％OFF!％OFF!％OFF!％OFF!％OFF!

日本郵政グループ各社にお勤めの日本郵政グループ各社にお勤めの日本郵政グループ各社にお勤めの日本郵政グループ各社にお勤めの

期間雇用社員・期間雇用社員・期間雇用社員・期間雇用社員・
短時間社員の皆さま専用短時間社員の皆さま専用短時間社員の皆さま専用短時間社員の皆さま専用

2021年10月1日以降始期用

保険期間：2021年10月1日 午後4時～2022年10月1日 午後4時まで1年間

安心して働いていただくための補償制度

傷害総合保険（団体）傷害総合保険（団体）

万一事故にあわれたら

SOMPO 健康・生活サポートサービス

LINEのお友だち登録はこちらから

付帯サービス

損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を
締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

介護関連相談サービス
介護方法・福祉サービスの情報提供など介
護相談全般に応えます。

法律・税務・年金相談サービス
法律・税務・年金のご相談に専門
家が電話で応えます。

メンタルヘルス相談サービス
臨床心理士等が個別のメンタルヘルスに関わ
るカウンセリングを行います。

紹介 予約

PET検診 がんの早期発見につながるといわれ注目されているPET検診に関する質問に応ます。
また、全国の提携医療施設の紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。紹介 予約

郵送検査 自宅にいながら検査ができるサービスを紹介します。紹介

予約制
30分間

（団体割引25％、過去の損害率による割引20％適用）

【傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
2021年1月1日以降に保険期間が開始するご契約について、個人賠償責任補償等の保険料・補償内容の改定を行っています。更新に際し、
改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをお読みいただいたうえで、お申込みくださいますようお願いします。

2021年10月1日以降始期用

安心して働いていただくための

傷害総合保険（団体）傷害総合保険（団体）
日本郵政グループ各社にお勤めの
期間雇用社員・
短時間社員の皆さまへ

※就業中のみタイプ、ワンコインタイプは新型コロナウイルス感染症等
　の特定感染症は補償されません。

（QL/TLタイプの場合）

（個人賠償をセットの場合）

（入院15日、通院2日）
入院：4,700円×15日=70,500円
通院：1,600円×  2日=  3,200円

新型コロナウイルスに感染、
入院と通院をした。

73,700円

子どもが走っていた際に、
歩行者にぶつかり、骨折させてしまった。

3,678,000円

＊1 日本国内で発生した業務中以外の事故
＊2 被保険者本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚のお子さま

●実際のお支払いはご加入の内容やケガの状態により異なります。

ご利用方法詳細・
「LINE」のお友だち登録は
                 　こちらから

新型コロナウイルス
感染症等の入院、通院が
補償されるようになりました！※

日常生活や自転車での賠償事故＊1の
示談交渉から事故解決まで、
ご家族全員補償＊2！

9月21日（火）までに総務担当者または所属部署担当者へ加入申込票等をご提出ください。

24時間いつでも、カンタン、便利！
事故のご連絡から保険金請求まで
LINEで完結！

withコロナ時代！

日常生活の賠償事故に備えて

2021年１０月１日 午後４時 ～ 2022年１０月１日 午後４時保険期間

■お支払事例

■お支払事例

©JAPAN-DA

示談交渉サービスがついていない場合、相手方とのやりとり
など当事者間で事故対応をおこなう必要があるため、多くの
労力と時間が費やされます。

NEW

NEW

日本郵政グループ 団体割引40％適用＊ ＊団体割引25％、
過去の損害率による
割引20％適用

資料請求はこちらから

https://wｗw.jp-sonpo.co.jp
JP損保サービス

ホ－ムペ－ジで
動画を
公開しています。

本ご案内は概要を説明したものです。
詳細はパンフレット・チラシをご覧いただくか、
JP損保サービスまたは損保ジャパンまで

お問い合わせください。

示談交渉サービスがついていない場合、相手方とのやりとりなど当事者間で
事故対応をおこなう必要があるため、多くの労力と時間が費やされます。

日常生活や自転車での賠償事故＊1の
示談交渉から事故解決まで、
ご家族全員補償＊2！

自動車保険・火災保険・ペット保険も取り扱っています！


